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三つのお祝い
遠田会員・岡田会員・長野会員

結婚記念日

第 1995 回例会

هȷɁʐʃʒ

2018.12. ６

雨

司会

出席委員会からの報告

遠田会員

中村会員

ロータリーソング「奉仕の理想」
◎本日の出席状況
出席：29 名（28 名）中 18 名

64.30％

欠席：伊東・平山・藤代・鯨井・守屋・大原・松本・斉藤（英）・斉藤（守）
・輪湖・（藤井・柴田）各会員
◎ 12 月

三つのお祝い

会員誕生祝い

：なし

ご主人誕生祝い：水庫
結婚祝い

尉行様

：遠田会員・岡田会員・守屋会員・長野会員
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水庫会長

会 長 挨 拶

本日は僭越ながら、私が仕事としております、社会保険労務士制度の沿革についてお話させていただきま
す。
実は昨日、東京国際フォーラムにおいて、天皇皇后両陛下のご臨席の元、社会保険労務士制度法制定 50 周
年記念式典が盛大に行われ、私も出席して参りました。
菅官房長官らも出席され、祝辞もいただきました。
昭和 43 年に社会保険労務士制度が議員立法で制定され、今年の 12 月でちょうど法制定 50 周年を迎えてお
ります。
他の士業の中で一番遅く制定されております。
社会保険労務士制度制定における背景としては、戦後の高度経済成長に伴い、労働者と使用者との間でさ
まざまな対立、ストライキなどが起こるようになり、また国内企業の発展により社会保険制度も複雑化した
ことから、その事務手続きを代行して行う専門家が必要になったことによるものです。
この時代、書類作成業務などを行えたのは、行政書士でしたが、社会保険分野でより専門的な知識をもつ
専門家が必要とされました。
現在は、全国で約 41,300 人の有資格者が登録しております。
先月亡くなりました私の父は、この社会保険労務士試験第２回目の合格で、ほぼ制度発足の創世期から現
在まで社労士として生きてきまして、本来であれば、この 50 周年の式典にも出席するはずでしたが、かなわ
ず無念であったと思います。
これからもできる限り、私が遺志を継ぎ、仕事をしていくことが使命と考えております。

幹 事 報 告

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

１．例会臨時変更のお知らせ

船橋みなと RC

・12 月 18 日（日）の例会は移親睦家族例会の為変更
場

所：フランス料理「ロテスリーレカン銀座」 18：30 ～ 20：30

・12 月 25 日（日）の例会は定款第８条第１節Ｃ項により休会。
２．第 42 回 RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）セミナーのお知らせ
日

時：2019 年２月２日（土）～３日（日） １泊２日

場

所：岩井海岸

甚五郎

参加者：ロータリアン１名
登録料：１名 15,000 円

南房総市久枝 582

TEL

青少年：高校生～ 30 歳

0470 － 57 － 2128
男女各１名

締切：12 月 28 日（金）まで

３．地区よりホームページ活用のお願い
掲載 「クラブ活動予定」と「クラブ活動状況」があります。
①

クラブ活動予定は
クラブから地区内全体のロータリアンに知らせたい行事の周知に活用ください。

②

クラブ活動状況
クラブで行った奉仕活動・特別な行事をお知らせください。
クラブの PR になると共に他クラブの参考になります。
添付の「行事報告掲載依頼用紙」に入力して写真と共にガバナー事務所に送付ください。

③

HP 開設支援

これから HP を開設のクラブは参考にしてください。
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４．新年家族及び 2000 回記念例会の申し込みお願い
日

時：2019 年１月 24 日（木）受付：17：30

場

所：ニューオータニ幕張

点鐘：18：00

終了：21：00

１Ｆ「シェルルーム」

登録料：15,000 円（記念事業献金 5,000 円含む）
家

族：10,000 円

小学生以下無料

締

切：2019 年１月 10 日（木）

理事会報告（12 月定例）
１．2019 ～ 20 年度

クラブ役員・理事の報告

※指名委員会より報告
２．次年度

指名委員会より

総会に提案することを承認

地区委員の推薦について

・地区職業奉仕委員会に、山﨑

新一会員を推薦

・地区会員増強拡大委員会に、岡田

敏男会員を推薦することを承認

３．長期欠席者に対する三つのお祝い品のニコニコボックスの案内について
例会欠席届の方法について
※次週例会に、全会員に配布し、出席に対して啓蒙する。
４．第 2000 回例会・新年家族会

招待者の案内について

日

時：2019 年１月 24 日（木）受付：17：30

点鐘：18：00

場

所：ニューオータニ幕張「シェルルーム」 １Ｆ

終了：21：00

駐車場隣接

招待者：10,000 円
会

員：15,000 円（記念事業積立金 5,000 円含む）

家

族：10,000 円

小学生以下無料

・締切：１月 10 日（木）

※会長より「ロータリー希望の風」に 2000 回例会を記念して寄付を行いたい
・クラブ社会奉仕委員会より 10 万円と会員１名当り 1,000 円以上の寄付を行う。
・2000 回例会の席上、以上の寄附金を「希望の風」奨学金担当者に贈呈する。
もし希望の風の担当者が欠席の場合、第２グループガバナー補佐の田中一邦様に渡す
※以上承認
「その他」
雑誌会報・プログラム・SAA の各委員のレクチャーについて
※次週例会終了後、以上の委員会の打ち合わせを行う。
「報告事項」
親睦旅行会計報告
※山﨑親睦委員長より報告があり、報告書が提出されました。
◎各委員会報告
出席委員会

遠田委員長
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・結婚祝いを頂いて、37 回目となります。お前百迄、わしゃ 99 迄、まだまだ先は長い！ガンバロウ！
・結婚祝いを頂いてありがとうございます。一年がとても速いです。

遠田

毅

長野

春信

・妻博子の誕生祝いを頂いて感謝します。４つしたであり、68 歳になりましたが元気で週３回事務所に勤務
しております。
・夫の誕生を頂きありがとうございます。今からお花が届くのが楽しみです。

岡田

敏男

水庫

直子

・先週、うっかり無断欠席をしてしまいました。忙しくしていましたら時間オーバーしてしまい。年かな～
すいませんでした。

織戸

豊

・急用＋アルファーにて２週連続で欠席させてもらいました。予定は未定であって決定ではない。出欠の連
絡は規則通り月曜日の午前中迄。

出席委員長

遠田

毅

・研修会出席のため早退します。

山口

習明

・相澤会員、素敵なカレンダーありがとうございます。

鈴木

隆男

・水庫会長、ボヘミアン・ラプソディーのお話を聴いて観に行きたくなりました。

山本

宏子

・水庫会長、社会保険労務士業の 50 周年おめでとうございます。立派な父君の後を受けて引き続き士業を発
展させるよう祈念いたします。

相澤

友夫

・長野委員長、二宮小学校 120 周年記念の桜の植樹誠にご苦労様でした。来春には見事に開花するでしょう。
この船橋を桜の花で町おこしをしましょう！

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

次回予定

相澤
12 月６日

27,000 円

累計

友夫

500,000 円

12 月 13 日（木） 第 1996 回例会
クラブ年次総会

12・１月のプログラム
12月13日（木） クラブ年次総会
20日（木） 第４回第２グループ会長幹事会
27日（木） 年末休会（定款第8条第１節による）
１月３日（木） 年始休会（定款第8条第１節による）
10日（木） 会計中間報告・三つのお祝い・
会員スピーチ・理事会
第５回第２グループ会長幹事会
週報今週の担当

長

野
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