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Rotary Opens
Opportunities

例会場・事務局 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
ＴEL093-681-0694 FAX093-681-0984
例会日：毎週金曜日 12:30～13:30

次回例会のお知らせ ８月２７日（木）

本日の例会

前例会の記録

" それでこそロータリー "

２．来客紹介

２０２０年８月７日(金)

出席報告
例会食事カロリー

３．出席状況の報告
４. 祝誕生
５．会長の時間
６．各委員会報告
７．ニコニコボックスの報告
８．幹事報告
９．クラブ協議会

RID2700地区古賀英次ガバナーメッセージ
「新しいロータリーは機会の扉を開く」
八幡西RC谷良樹会長メッセージ
「健康第一」

「第３Ｇガバナー公式訪問記念高話」
国際ロータリー第２７００地区 ガバナー 古賀 英次 君
※開催場所 ホテルクラウンパレス北九州（八幡南ＲＣと合同）

２０２０年８月２１日(金)

１．ロータリーソング

《会報委員会》
松尾 和典 中村 克己 太田 信博
川越 和宣 高嶋 雅樹 廣田 豊

９５０Kcal

・会員数 (８月７日)

４８名

・当日の出席者

４０名

・ゲ ス ト数席者

１名

・ビジター数

１名

・会員出席率

８５．１１％

・前々例会の修正出席率

８７．２３％

第３Ｇガバナー補佐
三牧十九生 君 （八幡中央RC)

会長の時間

会 長

谷 良樹 君

コロナの厳しい状態が続いてますが皆さんは如何でしょうか。
今月末はガバナーをお迎えしての例会を考えています。それ
に際して当クラブの状況を報告しなければなりません。その中
で、マイロータリーの登録人数がありますが、事務局でも人数
が分かりませんので、ここで確認させ
て頂きました。
平均年齢と共に報告させて頂きます。

第3グループガバナー補佐

三牧 十九生 君

今年度のガバナー補佐を務めます八幡中央ＲＣの三牧です。
今月21日に予定していますクラブ協議会、そして公式訪問が
ありますが、先ほど谷会長を中心に確認をさせていただきまし

幹事報告

幹 事

紙上 義全 君

１）ロータリーレート変更のお知らせ
８月１日より、１ドル１０５円に変更になりました。（従来、１０７円）
２）日本のロータリー１００周年実行委員会から
記念切手「日本のロータリー１００周年」発行のお知らせがあり
ました。
８４円切手 １シート８４０円で発行日は９月１８日（金）。ご希望
の方は
地域の郵便局に早めに予約されることをお勧めします。）
３）河島昭彦 会員 住所変更されましたのでお知らせいたします。
詳細については、事務局へお問い合わせください。
４）例会臨時変更のお知らせ
★八幡中央ＲＣ
８月１７日（月）休会
９月１４日（月）休会
★戸畑ＲＣ
８月１３日（木）、２０日（木）、２７日（木）休会
★直方ＲＣ
８月１３日（木）休会
★飯塚ＲＣ
８月１１日（火）休会

た所、例会時にクラブ協議会を行
うという事になりました。ガバナー補
佐を頑張りますが不具合出た場合
76歳に免じてよろしくお願いします。

＜ 前年度（2019～2020年度）臨時理事会＞ 議事録
開催日 ２０２０年７月３１日 １３:３０～ 千草ホテル
議 題 １）２０１９～２０２０年度決算について
＜承 認＞

八幡西ロータリークラブ
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＜2020～2021年度 ８月度 定例理事会＞ 議事録
開催日 ２０２０年８月７日 １３:３０～ 千草ホテル
＜議 題＞
１）２０２０～２０２１年９月度例会プログラムについて

八幡西ロータリークラブ

本日の卓話
「雇用調整助成金について」
社会保険労務士 井口昭彦君

９月 ４日 「クラブフォーラム」（ロータリー情報について）
ロータリー情報委員会担当

コロナの影響を受けてしまっている会社も、会員の皆さん
の中にも多いのかと思います。私ども社会保険労務士協
１１日 卓話「合唱組曲北九州の感動を！」
会では大変な事になっています。雇用調整助成金をすで
合唱組曲北九州をうたう会 会長 鹿毛 浩之 様
に申請されている方もいらっしゃると思いますし、また、
（元 九州工業大学副学長）
3,4,5月の分も8月末でも間に合いますので、この助成金を
１８日 卓話「北九州建築タカラ箱」
貰うのも一つの手ではないかなと思います。実は厚生労働
（株）古森弘一建築設計事務所
省の昔からある助成金制度で、「雇用調整助成金は、経済
代表取締役 古森 弘一 様
上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされて事業主
が、雇用の維持を図る為の休業手当に要した費用を助成
２５日 「観月会開催」中止 通常例会とする。
する制度」です。景気が悪くなったとか、何らかの理由で売
＜上記承認＞ 上がダウンした、そういう時に仕事が少なくなったので社員
の方、従業員の方を休ませる、「あなた、休んで下さい」と
２）前年度の決算報告を受けての予備費の扱いについて
言って従業員さんを休ませるとこれは「事業主の責めに期
次回例会時に幹事報告で説明する。 ＜承認＞
すべき自由」という事で休ませた社員の方に「平均賃金の
60％以上の休業手当を支払わなければならない」と労働
３）岩崎員久会員から例会欠席時メークアップ免除について
地区委員に関しては、当会例会欠席時のメークアップを免除とする。 基準法の第26条に書いてあります。ざっくり言うと、「あな
＜承認＞ た、会社を休んでよ」と言えば休業補償として最低でも６割
は支払いなさい、そして、その保障した休業手当の補てん
４）その他
・写真同好会の活動再開依頼について
＜承認＞ をしてくれるのが、本日の「雇用調整助成金」です。これま
ではあまり使う所がなかったのですが、近年ではリーマン
委員会報告
ショックの時に、建設業、製造業はかなり申請しました。
では、どういう会社、どういう人が貰えるのか、主な需給要
社会奉仕常任委員会
委員長
柿本 祐治 君
件、①雇用保険の適用事業主である事、②売上高、また
当クラブが支援していますＮＰＯ法人帆柱自然公園愛護会か は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近
３ヶ月の月平均値が前年同期に比べて10％以上減少して
らボランティアの募集が来ています。書類を事務局に置いてい
いる事、そして簡単に言うと、従業員をクビにしないという
ますので興味のある方はよろしくお願いします
事、逆にいうとクビにしない為に従業員を休ませるわけで
す。受給額は、中小企業が2/3、中小企業以外が1/2。し
会報・雑誌・広報委員会
委員
髙嶋 雅樹 君
かし、対象労働者１人当たり8,370円/日が上限です。（令
和2年8月1日現在）
「ロータリーの友」と、「月信」の紹介をさせて頂きます。
社員を解雇しないで、雇用を続けてこの助成金を活用する。
「ロータリーの友」8月号７頁に「私がロータリーを続ける理由、 そして景気が回復するのを待つ、というのがこの助成金制
その魅力」の記事があります。また、２４頁に「米山記念奨学事 度の目的です。書類はすべて厚生委労働省のＨＰからダ
ウンロードできます。このコロナの関係で雇用調整助成金
業の基礎知識」があります。７,８年前になりますが韓国の李秉 を申請している企業が非常に多いです。「こんなに申請企
雨君が来てくれました。６１頁「友情の広場」に、コロナ対策とし 業が多いから調査はしないだろう」という雰囲気ですが、会
計検査院は、たぶん絶対にやります。不正受給は絶対に
て除菌水の精製など記事が載っています。後程ご確認ください。 ダメですし、悪質と判断された場合は、詐欺罪が付いてし
月信には国際ロータリー2700地区ロータリー財団委員長として まします。もともとある、雇用調整助成金よりは、今回のコ
ロナの件で非常に簡素化されました。簡素化されたとはい
岩崎さんが記事を書かれています。お目通しをお願いします。
え、3人の書類を作るのに1日半かかりました。テレワーク
や在宅勤務は、休業ではありませんのでダメです。休ませ
なければいけません。この雇用調整助成金をうまく活用し
【ニコニコボックス】
て下さい。
・本日はお世話になります、第3グループガバナー補佐
何かございました
三牧十九生君（みまきとくお）
ら、手続きまでは
出来ませんが、情
・三牧ガバナー補佐、野栄（のばえ）さん、ようこそ。
報をお出しする事
井口さんの卓話楽しみです。岩崎、緒方、安東、小嶋、
は出来ますのでよ
三島、藤村、是此田の諸君
ろしく願いします。
・井口さん卓話たのしみにしてます、岸野、伊豆、江藤、

八尋、赤田、柿本、坂本、浜崎、谷、江崎、中村、
吉田総次郎、藤本の諸君
・紙上さん、ありがとうございました。あらためて紙上さんを
お坊さんだと感じました。有松君

八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL

http://www.rc-yahata-west.com

