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地区の報告

川畑公男様と水庫会長

2018. ８.30

晴

司会

卓話者

川畑公男様

中村会員

ロータリーソング 「手に手つないで」
◎本日の出席状況
出席：29 名（25 名）中 13 名

52.00％

欠席：伊東・藤代・平山・草野・守屋・松本・大原・長野・斉藤（英）・斉藤（守）・輪湖・山本・
（相澤・藤井・柴田・山口）各会員
◎ゲスト：川畑

公男様

卓話「我が人生に悔いなし」社会保険労務士・船橋商工会議所自由部会部会長

◎ 100％以上出席
８／ 25 ～地区会員増強セミナー

：鈴木隆男会員

８／ 25 ～地区米山奨学会セミナー：山口会員
８／ 30 ～第２グループ会長幹事会：水庫会長・鈴木幹事
９／１～地区財団セミナー：水庫・鈴木（恭）会員
９／３～大宮西 RC：水庫・岡田会員
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水庫会長

会 長 挨 拶

本日は、８月の最終例会です。
今日は特別な予定がありませんでしたので、父を卓話によびました。現在 79 歳で現役の社労士、船橋商工
会議所、自由業部会の部会長をつとめております。
生涯現役をモットーとしているとのことですので、本日はそういった内容を話していただきます。よろし
くお願いいたします。
最近の働き方改革について、新たな情報をお伝えしたいと思います。
会社としては、ますます従業員の「労働時間管理」について、厳しい対応を求められます。
来年４月から
①

残業時間の上限を年 720 時間、月 100 時間、２～６ヶ月の平均 80 時間に設定されます。（大企業から）

②

有給休暇が 10 日以上ある労働者について、うち５日の取得を企業に義務付けます。

③

高度プロフェッショナル制度の創設（高収入 1075 万円以上を想定）で、専門的な知識を持った労働者
について、本人の同意を条件に労働時間制から外す。これにより勤務時間に縛られず働ける代わりに、
残業代、深夜・休日手当が支払われない。

更に 2020 年以降も色々な改正がありますが、それはまたの機会にお話ししたいと思います。

幹 事 報 告

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

１．９月のロータリーレートは１ドル 112 円です。
２．例会臨時変更のお知らせ
船橋 RC：
ａ）９月 11 日（火）の例会は社会奉仕プロジェクト開催の為変更
場

所：古和釜中学校

体育館

10：45 ～ 12：15

「千葉ジェッツ選手による夢の事業」
ｂ）９月 18 日（火）の例会は定款第８条第１節により休会
船橋みなと RC：
９月 25 日（火）の例会は夜間例会です
場所：稲荷屋

18：30 ～

３．長崎・壱岐 RC 山内

賢明様より、前年度焼酎 12 本を頂いたお礼に、山﨑パスト会長より船橋の梨を

送っていただきました。お礼状が届いております。回覧します。
訃報のお知らせ
・藤井会員
・斉藤

夫人良子様が去る８月 12 日にご逝去されました。

守会員の実母様がご逝去さました

ご葬儀は密葬で行われました。（８月 29 日）謹んでご冥福をお祈りいたします。
クラブ慶弔慰規定によりそれぞれお香典を差し上げます。
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次週のお知らせ
９月６日（木）の例会は 11 時より理事会

例会には、ガバナー補佐田中一邦様が来訪されます。欠席

の無いようお願いいたします。
・地区大会の分担金 6,000 円の集金を行います。
・９月の例会予定表をお配りします。ご活用ください。
各委員会報告
地区会員増強セミナー報告：鈴木隆男会員

本日の卓話

「我が人生に悔いなし」
社会保険労務士
１．社会保険労務士の目的
企業の存続発展と社員の福祉向上（法律 33 条）
２．社会保険労務士の業務内容
１）社会保険、労働保険等の事務手続代行
２）賃金、労働時間、就業規則等の相談指導
３）集団的労使関係、個別（ユニオン）組合の団体交渉
３．働き改革と社員のモラールアップ
長時間労働の是正（労基法 36 条）
１月 45 時間
同一労働

年間 360 時間

最大でも月 100 時間未満

同一賃金で非正規社員の処遇向上を図る

最低賃金の毎年時給 UP（20 円以上）
４．経営者の企業理念と社会貢献
売上、利益の持続的成長（going concern）
税金と配当

利益の社員への還元

５．人生 100 年時代と公的活動
平均寿命の伸びと健康管理
多趣味と公的活動、奉仕

労務コンサルタント

川畑

公男様
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・川畑先生、労務コンサルタントとしての大変勉強になる卓話ありがとうございました。

水庫

直子

・川畑公男様、卓話ありがとうございます。労務問題は難しいですね。

鈴木

隆男

・川畑先生、労務問題の卓話ありがとうございました。同じ士業として大変参考になりました。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

大家

浩明

・川畑先生、本日は貴重な卓話ありがとうございます。労務問題は頭の痛いところです。大企業と中小企業
との格差が広がっているように感じています。

織戸

豊

・川畑先生、本日は労務問題の卓話大変参考になりました。ありがとうございました。何かあったら相談に
行きます。
・川畑さまの卓話に感謝。「数字には厳しく、人には熱く」良い言葉ですね。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

８月 30 日

6,000 円

累計

岡田

敏男

遠田

毅

246,000 円

次回予定
理事会：11 時～
第２グループガバナー補佐

田中一邦様

第２回ガバナー補佐訪問

会員卓話：９月三つの祝該当者

９月のプログラム
９月６日（木） 三つのお祝い 会員スピーチ
第２回 ガバナー補佐訪問
理事会
13日（木） ガバナー訪問に備えクラブ協議会
20日（木）
27日（木） ガバナー公式訪問：
鎌ヶ谷・東・南３クラブ合同
30日（日） 献血活動
（ひがふなフェスタ会場）
週報今週の担当

鯨

井
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