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★国際ロータリー　RI会長　ホルガー・クナーク
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勝浦ロータリークラブ週報
h"p://www.katsuura-rc.org/

国際ロータリー第２７９０地区
★ガバナー 漆原摂⼦
★第６グループガバナー補佐 三橋美⼦

勝浦ロータリークラブ
★会⻑ 渡邉昌俊
★幹事 三上直哉
★SAA 磯野武

地区委員
★地区幹事⻑ 吉⽥理愛
★⻘少年交換 三上直哉
★ローターアクト 溝⼝次郎

編集 クラブ会報委員会
★吉野昌和
★関裕仁
★岩瀬洋男

１）国際ロータリー⽇本事務局（東京都港区）は、東京都が新型コロナウイルスの感染状況を4段階で最も警戒度の⾼い「感染が拡
⼤していると思われる」レベルに引き上げたことを受けて、7⽉20⽇（⽉）より8⽉31⽇（⽉）まで、在宅勤務とさせて頂きますので
お知らせ申し上げます。
２）⼀般社団法⼈ロータリーの友事務所より、新型コロナウイルス感染症が国内ロータリークラブの活動に与えた影響を調査するア
ンケートが届きました。これは幹事がWebにて回答いたしました。
３）ガバナー⽉信8⽉号を配布いたしました。ご確認ください
４）次週8⽉7⽇は「新旧役員歓送迎会・新会員歓迎会」です。

12：00からホテルブルーベリーヒル勝浦にて⾏いますのでお間違えの無いようお願いします。

早いもので、皆様のご協⼒により2020年度がスタートして早１か⽉が経過しました。こ
の場をお借りし、深く感謝申し上げます。
さて、本⽇の例会は、私の卓話になります。法改正を中⼼として、知って得する情報をお
伝えできればと思っています。
先⽇、漆原がバナーより、国際ロータリー第2790地区のグループ編成という通知がきまし
た。
当クラブ所属のグループは、富津中央ロータリークラブと富津シティロータリークラブが
加わり、８つのクラブとなります。
クラブやグループの会員数が激減するなか、グループ別クラブ数・会員数の格差是正（平
準化）を通じ、ガバナー補佐の担当範囲公平化によるクラブの指導・管理強化、及びグ
ループ間競争環境醸成を図り、クラブの活動活性化を⽬指すことが⽬的とのことです。
勝浦ロータリークラブでも、⼩林委員⻑を中⼼として戦略計画委員会を⽴ち上げ、５年後
10年後の勝浦ロータリークラブをどうすれば良いかを考えていく必要があると感じており
ます。
ぜひ、皆様の貴重なご意⾒をいただき、戦略計画委員会を進めていきたいと思いますの
で、ご協⼒のほど宜しくお願い致します。

本⼈誕⽣⽇ 関 正夫君
74歳になりました。中国の古い詩で
花は毎年、同じ様に咲くけど⼈は変
わるよと⾔う詩のようにコロナに負
けず頑張りたいと思います。

本⼈誕⽣⽇ 久我 守正君
当⽇、⼦供達からプレゼントが届き
嬉しかったです。妻がいなかったの
でワインを気持ち良く飲めました。

本⼈誕⽣⽇ ⻄尾 誠君
81歳になりました。現在、健康で
いられるので仕事をしています。
今年、⽩内障の⼿術をして良く⾒
える様になったので良かったで
す。

フリー 齋藤 ⿇美⼦君
⽣まれて初めて髪を短くしまし
た。会う⼈に失恋したの？悪い
事したの？と聞かれますがコロ
ナで⾃粛とかムシャクシャして
いたので切ってみました。これ
からも良い事をして⾏きたいと
思います。

ロータリー財団委員会 吉⽥ 理愛君
ガバナー公式訪問のお知らせです。
随⾏者
７⽉２２⽇ 成⽥コスモポリタン 吉⽥理愛
７⽉２８⽇ 船橋・船橋みなと ⻄崎和治
７⽉３０⽇ 富津中央 磯野典正
７⽉３１⽇ 船橋⻄ 中村満
８⽉３⽇ 市川市ビック 中村満 久我守正
８⽉５⽇ 市川南 中村吉政

親睦活動委員会 ⻄崎 和治君
ロータリー野球リーグが中⽌だと思っていたのですが9⽉19

⽇、26⽇、10⽉31⽇に試合が出来る事になりました。参加と応
援を宜しくお願い致します。

                           
 

 

第２回理事会 議事録 
 

日     時  2020 年７月 31日（金） 例会終了後 

場     所  ホテルブルーベリーヒル勝浦 例会場 

＜出席理事・役員＞ （敬称略） 

  渡邉昌俊（〇）、斎藤麻美子（〇）、中村吉政（〇） 
牧野利美（〇）、千葉正徳（〇）、中村 満（☓）、岩瀬洋男（〇） 
小林悠紀（〇）、磯野 武（〇）、神村彰男（☓）、三上直哉（〇） 

＜オブザーバー＞ （敬称略） 
 漆原摂子（☓）、吉田理愛（〇）、西崎和治（〇）、磯野典正（〇） 
＜担当委員会＞（敬称略） 

  プログラム・秋葉厚子（〇） 
 
「議  題」   

第 1 号  8月以降の例会及びリアルタイムオンライン導入について 

（1）数回行った Zoom において SAA を中心に課題点を明確にしていく。 

（2）全会員の PC、タブレット、スマートフォンの所持状況を確認する。 

（3）Zoom のテストは一旦終了し、上記課題をクリアする方法を考えて正式導入へ進める。 

   導入に際し Zoom の有料会員になる。正式に導入された場合は出席扱いにする。 

 

第 2 号  8月・9月の例会プログラムについて 

（1）8月 5日のブロック会長幹事会においてガバナー公式訪問の詳細を確認して全会員に 

   案内する。 

（2）9月からの例会で弁当形式が可能かどうか東急ハーヴェストクラブ勝浦に確認する。 

（3）8月・9月は教室方式の座席配置で行う。 

 

第 3 号  なの花書道会後援について 

（1）後援費 10,000円で承認。 

 

第 4号  その他 

（1）勝浦ロータリクラブホームページのカレンダーに例会や活動予定をアップロードする。 

（2）2790地区グループの編成に伴い富津 RC、富津中央 RCとの交流を図っていく。 

（3）岩瀬文夫さんが入院されていると情報が入りました。家族に確認してお見舞いを渡す。 
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本⼈誕⽣⽇ ⻄川 佳璋君
誕⽣⽇の前⽇に病院に⾏ったら茂原
の病院を紹介され翌⽇、⾏く事にな
り誕⽣⽇は⼀⽇中病院で過ごす事に
なってしまいました。しかし精密検
査の結果何も無くて良かったです。

フリー 中村 吉政君
昨⽇、鋸南ロータリークラブのフェ
リー例会に参加しました。例会終了
後に漆原ガバナーを励ますという意
味を込めて花⽕を打ち上げてくれて
感動しました。富津のロータリアン
の花⽕師が上げてくれました。今年
は花⽕⼤会が中⽌になっているので
何かイベントがあれば連絡を頂けれ
ばと⾔う事です。

フリー ⾼梨薫敏君
先⽇、お話ししたフェイス
シールドが届きましたので学
校検診をしてきました。あと
コロナ⾃粛の中、少し体重が
増えてしまいましたが家飲み
のせいか糖尿の数値が⼤変良
くなって病院の先⽣から褒め
られました。
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次回例会
８⽉ ７⽇ 新旧役員歓送迎会・新会員歓迎会
８⽉１４⽇ 休会
８⽉２１⽇ 卓話例会
８⽉２８⽇ クラブ協議会

例会⽇ 毎週⾦曜⽇ 12:30〜13:30

例会場所 ホテル  ブルーベリーヒル勝浦
勝浦市興津１９２０        TEL０４７０ー７６ー３４００

事務局 三上直哉    勝浦市新官１３５８
TEL０４７０ー７３−１３９６ FAX０４７０ー７３ー０１１６

出席報告 会員数 ４１名 出席者数 ３８名 ⽋席者数 ３名 MU ８名 出席率９２．６８ %
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４．⽉60時間超の割増賃⾦率を引上げ（11ページ） 2023年4⽉〜
25％⇒50％に引き上げ

※休憩時間を上⼿に活⽤して、所定労働時間を短くしておく！
例）8:00〜17:00（休憩昼60分）

⇒8:00〜17:00

（午前1時間毎に5分×3回＝15分、昼60分、午後1時間毎に5分×3回＝15分）
※1⽇30分×20⽇勤務＝10時間分の割増賃⾦が無くなる
【⼈事労務の重要なポイント】
１．労働条件通知書の⼤切さ
１）契約期間⇒期間の定めありか無しか
２）従事すべき業務の内容⇒正社員とパートで内容を変えておく
３）⼿当⇒残業代に算⼊する⼿当としない⼿当を把握しておく
４）賃⾦改定⇒雛形は昇給と書いてある
５）⼈事異動⇒ある場合に記載しておかないと後でトラブルに
６）相談窓⼝⇒ハラスメント、パートの相談窓⼝を設定は義務化
７）喫煙場所⇒受動喫煙問題で
２．賃⾦設計の⼤切さ
１）基本給or⼿当に固定的残業⾒合い分を⇒休憩時間、端数残業代
２）何時間分相当になるのか明⽰⇒時間外、休⽇、深夜労働別に記載
３）時効は、２年⇒３年⇒５年へ
３．⾝元保証書の⼤切さ
１）⾦額を記載⇒保証⼈に対して明⽰義務（⾦額or給与○ヶ⽉分）
４．社会保険料適正化
１）４〜６⽉で算定⇒コロナ特例あり
２）賞与なのか、特別⼿当なのか
３）事業主の貸付が会社にある場合

【法改正】
１．残業時間の上限の規制（４ページ） 2020年4⽉〜
・時間外労働が年720時間以内
・1年を通して常に時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・1年を通して常に時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平
均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
※36協定を作成するときは、⽉45時間（1年変形の場合42時間）の場合、特別条項で年6

回まで⽉75時間（1年変形の場合78時間）となります。
※ただし、以下の事業については2024年3⽉31⽇まで上限規制が猶予されます。
・建設業
・⾃動⾞を運転する業務
・医師
２．同⼀労働同⼀賃⾦（５ページ） 2021年4⽉〜
正社員とパートタイマーの不合理な待遇差を無くすこと。
※労働条件通知書の「従事すべき業務の内容」の箇所が重要なポイント
３．年５⽇の年次有給休暇の取得の義務化（10ページ） 2019年4⽉〜
※パートタイマーでも10⽇以上あれば5⽇取得は義務！
※計画付与を有効的に活⽤

渡邉 昌俊会⻑


