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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 
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Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２５６ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 10月 4日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ          ・ロータリーの目的・四つのテスト 

・発行月日 平成 28年 10月 11日（火）        高橋 護職業奉仕委員長 

 

佐々岡 修会長 

.               皆さん、こんにちは。過 

                日、越谷北 RC の座禅例会

（浄山寺）があり中村幹事、

小池会員、山川会員と共に 

               出席しました。30 分の座 

禅の間は瞑想し無我の境

地に己を導くわけですが、

私は座っているのが精い 

っぱいでした。小池会員は

悟りの境地を得たと言っておりましたので、何かしら変化

があるかもしれません。また、昨日行われた地区大会記念

ゴルフ大会は大野会員、小池会員、山川会員、山下会員に

参加していただきましたので、後ほど結果を含めて報告を

していただきます。 

 さて、ノーベル賞の発表シーズンを迎えて世界が注目す

る中、オートファジーのメカニズムを発見した東京工業大

学栄誉教授の大隅良典氏がノーベル生理学・医学賞を受賞

しました。オートファジーは細胞が必要な栄養を得るため

自らの体の一部を分解する現象で、これが上手く働かなけ

れば受精卵が正常に成長できないことや、細胞内に異常な

たんぱく質が溜まってパーキンソン病等の神経疾患につ

ながることも分かり始めています。がん細胞ではオートフ

ァジーが活発になっているためオートファジーを阻害す

ればがんを抑えられる可能性があり、海外では臨床試験も

行われているようです。このようにがんや神経疾患等様々

な病気の原因解明や治療に役立つと期待されています。 

 

 

１． 地区より財団ニュース 

  が届いています。掲示し 

  ますのでご覧ください。 

２．地区より「世界ポリオデ 

  ー関連イベント情報の 

   提出依頼」がきています。 

３．地区より「ロータリーの 

  友リポート 10 月号」が 

  届いています。 

４．地区より「ガバナー月信原稿協力のお願い」がきてい  

ますので掲示します。 

５．地区より「2770 地区危機管理委員会名簿（緊急連絡 

  網）」が届いていますので掲示します。 

６．例会場前の道路を工事するという連絡がありました 

  ことを報告します。 

 

 

                小池和義会員 

                    （25 日誕生） 

                吉岡千代子事務局員 

                    （25 日誕生） 

                近藤 功名誉会員 

                    （1 日結婚） 

                高橋 護会員 

                    （14 日結婚） 

 

■社会奉仕委員会            山﨑晶弘委員長 

第 42 回越谷市民まつり（10／23）第 4 回参画団体担当者 

会議が開催され、全ての事項が決定となりました。今年度  

の「動物戦隊ジュウオウジャーショー」は当クラブの担当 

となります。(決済額 427,000 円)ごみパトロールは佐々岡 

会長、中村幹事、菊地会員、坪井会員に担当いただきます。 

担当事業、ごみパトロール、パレードについて後ほど詳し 

くお伝えします。 

■ゴルフ大会の報告           小池和義会員 

昨日、大利根 C.C で地区大会記念ポリオ撲滅チャリティー 

ゴルフ大会がありました。参加者 320 名、当クラブから 

4 名が参加しました。スコアは山下会員 309 位、大野会員 

220 位（飛び賞）、山川会員 161 位、私は 252 位、楽しい 

ゴルフになりました。 

■スマイル報告 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・本日もよろしくお願いします。暑くなりましたが頑張り  

 ましょう。               佐々岡 修 

・秋晴れの中、本日の例会、理事会よろしくお願いします。 

                                          中村隆雄 

・沈丁花の香り漂う良い時期となりました。皆様、どうぞ

爽やかに毎日をお暮らしください。     坪井 明 

・また暑さが戻りましたネ！         山﨑晶弘 

・10 月なのに暑いですね。本日もよろしくお願いします。 

                      高橋 護 

・今日は特別に暑いですね。         武藤正雄 

次月・次週インフォメーション 

10／11  ガバナー補佐来訪 

／23（日）第 42 回越谷市民まつり 

／25 ガバナー公式訪問 

    ／11  ガバナー補佐来訪 

 

 

中村隆雄幹事 

１０月の誕生・結婚祝い       おめでとうございます 



・また暑さがぶり返しました。皆さん気をつけましょう。 

                     仲 文成 

・久しぶりです。              近藤 功 

・本日もよろしく。ゴルフ参加してきました。 山下良雄 

・今日は暑くなりそうですね。水分をしっかり補給しまし  

ょう。                  菊地貴光 

・本日もよろしくお願いします。       大野 弘 

・近藤先生、お久しぶりです。昨日はゴルフ、疲れました。  

小池和義 

小計 12,500 円 

                   大野 弘会員 

              プロフィールを作りなが

ら改めて振り返りますと入

会して 15 年が経ち、その間

に会長 2 回、幹事を 2 回務め

現在 2回目の地区副幹事とし

て慌しい毎日です。山下社長

のご厚意でこの例会場を使 

わせていただき恵まれたクラブだと思っています。ありが 

とうございます。私の職業分類は社会保険労務士・行政書 

士で、事業所は春日部にある労働基準監督署の傍にありま 

す。妻は今も明治安田生命に勤務し（勤続 40 年）、娘は大 

学 3 年生（明治学院大学）で就活中。座右の銘は「精力善 

用」（講道館・嘉納治五郎）、語感が気に入っています。 

「何事をするにも、その目的を達するために精神の力と身

体の力とを最も有効に働かす、ということである。心身の

力を最も有効に使用するということは、柔道の攻撃防禦の

あらゆる場合を一貫した原理であり、また教えである、と

言うて良い。この心身の力を最も有効に使用するというこ

とは、簡単に言えば精力の最善活用と言うて良い。さらに

これを約言すれば、精力の善用と言うこともできる。この

精力の最善活用ということは柔道の修行上最も大切な教

えであるが、また人生各般の目的を達するためにも必要な

教えである」、これは嘉納治五郎の言葉です。 

 中クラブは小さいながらも良いクラブだと思っていま 

すので、山下さんや山﨑さんを先頭に増強に力を入れてい 

ければ良いと思っています。地区副幹事としてすでにいく 

つかガバナー公式訪問に同席し、また 14 日には地区大会 

実行委員会、31 日スタッフ会議、11／12・13 の地区大会 

当日を含め前日の準備にも参加の予定。元気で長生きする 

ことを今後の目標として書きましたが、周りからは「少し 

痩せなきゃ長生きできない」と言われます。 

 さて、法改正によって 10 月から変更された点について

資料を用意しました。先ず、埼玉県の最低賃金（時間額）

がこれまでの 820 円から 25円アップして 845円になりま

した。アルバイト・臨時の場合も適用されます。参考まで

に全国の最低賃金一覧も添えました。さらに、パート等短

時間で仕事をする方を対象として厚生年金保険・社会保険

の加入対象が広がります。原則として 501 人以上の従業員

のいる事業所が当面の対象で、全国展開している大手スー

パーなども事業所番号が同一であれば適用となります。従

来は週 30 時間、一日 6 時間を上回るパート労働者は社会

保険が適用されていますが、10 月から事業所の規模によ 

って週 20 時間以上、あるいは 1 ヶ月 88,000 円以上働く 

パート労働者についても（昼の学生でないこと、年齢が 75

歳を超えていないこと）社会保険が適用されます。人材が

逼迫している流通業や居酒屋などでは有効求人倍率が高

くなっているために時給が上がり、加えて最低賃金が上が

りましたので、今後事業所では従業員を採用する際に難し

い対応を迫られることになります。 

 新聞記事のコピーをご覧いただきますと、年収 103 万円

以下の場合は配偶者控除の対象になっていますが、今後の

動きによっては変わることもあり得ます。「年収 106 万円

の壁」というのは社会保険適用拡大による壁と言われる数

字ですが、大きな企業に勤務するパート労働者の場合も今

後社会保険適用の可能性が出てくるということになりま

す。もう一つ「130 万円の壁」は、被扶養者として認定さ

れる最大の金額ですが、今後は 106 万円で引かれるケース

もあり得るということです。 

 雇用保険の適用拡大について申し上げますと、現在 4 月

1 日で満 64 歳以上の方については会社も本人も雇用保険

の支払い義務はありませんが、平成 29 年 1 月 1 日以降は

適用対象になります。65 歳以上の方を事業所で採用する

と雇用保険の適用対象になり、2 年後には保険料も納めて

いただく形になります。 

 最後になりますが、改正育児・介護休業法及び改正男女

雇用機会均等法が改正されて施行日を待つだけという状

況になっています。介護と仕事の両立、仕事と育児の両立

支援の拡充等もあり、各事業所のトップにとってはたいへ

んな時期かと思います。今後も法改正が予定されておりま

すので機会を得て逐一ご報告をさせていただきます。 

■出席報告    小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

20 名 4 名 12 名  2 名 87.5％ 

第 4 回理事会での協議・承認事項 

10 月のスケジュールおよび詳細について 

１．10／8（土） 家族親睦旅行（10／8 am8:10 集合） 

保険料、茶菓子代、写真代等 4万円を親睦委員会から拠出

することを承認。（大野会員からの寄付金 5 千円を充当） 

２．10／11（火） 公式訪問例会前のクラブ協議会 

  （例会終了後に公式訪問のための会場づくりを行う）  

３．10／23（日） 越谷市民まつり am8:20 越谷小集合 

    「動物戦隊ジュウオウジャーショー」（ステージ北） 

  1 回目 am11：30～  2 回目 pm1：30～ 

  ごみステーション・ごみパトロール担当 

  pm12：30～1：00（佐々岡会長、中村幹事） 

  pm12：00～1：00（坪井会員、菊地会員） 

 ※終了後のご苦労さん会は希望者のみで行う予定 

４．10／18（火）国際食文化交流会 文教大学との打合せ 

宮坂委員長の補佐役として小池会員、山川会員の協力を得る 

５．10／25（火）ガバナー公式訪問例会 

am11:00 ガバナーを囲んで昼食会→例会→クラブ協議会→茶話会 

６．次年度地区役員候補として小池会員の意思を確認する。 

７．NPO 法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が多

地区合同奉仕活動であることを承認する件 

協議の結果、当クラブは「棄権」する。 


