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日  時：平成 28年 2月 10日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ              荘原委員 

開会点鐘                   木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介                  木島会長 

 中野 裕司様・長井  守 様 （東京立川 RC） 

 阿部  憲 様・山下 陽右様 （東京井の頭 RC） 

東京井の頭 RC30周年式典のご案内 

昭和 62年 4月 6日認

証を受けました。依頼、

大勢の皆様のご支援を

いただきまして 30周年

を迎える事になりまし

た。記念式典を 6 月 6 日(月)に吉祥寺第一ホテルで

行います。何卒大勢の皆様に参加いただきまして、

盛会裏にできますようお願いいたします。 

記念講演会は 2 月 19 日に三鷹市公会堂にて 17 時

から行います。宇宙飛行士の山崎直子さんの講演で

す。ご参加いただきますようご案内いたします。 

入会式 バッヂ贈呈：津戸パスト会長  

紹介 遠藤直孝会員 
北島清高会員 一般車からレーシングカーまでの自

動車のお仕事をされています。趣味はラジコン飛行

機・海釣り。ラジコン飛行機は私の大先輩です。 

鈴木政久会員 お仕事は不動産管理と農業をされて

います。都市型農業の若手の代表として皆さんをま

とめて、色々なことに取り組んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

新会員の北島清高会員・鈴木政久会員を囲んで 

お二人ともに下谷保町内会で、これで 7名が RCの 

会員になりました。よろしくお願いします。 

ご挨拶 北島清高会員  生まれも育ちも国立の谷

保です。若いうちにラリーに没頭し世界戦を目指し

ていました。会社は 34歳の時に創立し、45歳を過ぎ

て町内会にデビューしました。45 歳まで別世界の所

にいましたが、縁あってクラブに入れていただきま

して、今後頑張りますので、よろしくお願いいたし

ます。 

ご挨拶 鈴木政久会員 国立の生まれではありま

せんが、皆様のお仲間に入りまして、違う国立・奉

仕の世界、色々な方面を見ていきたいと思いますの

で、今後共よろしくお願いいたします。 

会長報告                       木島会長 

●カンボジア教師育成支援プロジェクト 第 3回全体

会議 

 日時 3月 16日(水) 15時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 村上国際奉仕委員長 

●16-17年度 第 2回多摩中グループ協議会 

 日時 3月 7日（月）18時 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 内山会長エレクト・喜連副幹事 

幹事報告                     本間幹事 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 

第 2264回例会 
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ニコニコＢＯＸ       小澤(崇)親睦活動委員 

●東京井の頭 RC創立 30周年副実行委員長 阿部様・広

報委員長 山下様 本日は、クラブ 30 周年記念例会の

ご案内にまいりました。期日は本年 6 月 6 日です。ご

来会下さいますようお待ち申し上げます。貴重な時間

をいただきました有難うございます。 

●山下陽右様(東京井の頭 RC) 鈴木様、本日のご入会

おめでとうございます。今後共よろしくお願いします。 

●木島会長 東京井の頭 RC阿部様、山下様、東京立川

RC 中野様、長井様のご来訪を歓迎いたします。先週は

節分追儺式に参列し厳粛な雰囲気を味合わせていただ

きました。豆まきも大いに楽しみました。ありがとう

ございました。 

●本間幹事 昨日の立川こぶし RC30 周年式典参加ご

苦労様でした。北島清高様・鈴木政久様のご入会おめ

でとうございます、ご活躍を楽しみにいたします。大

庭会委員の卓話よろしくお願いします。東京井の頭 RC

阿部様・山下様のご来訪ありがとうございます。30周

年おめでとうございます。東京立川 RC中野様・長井様

ようこそいらっしゃいませ。 

●小澤孝造会員･杉田会員･秋廣会員 鈴木さん、北島

さんの入会歓迎致します。又、大庭さんの卓話楽しみ

に勉強させていただきます。 

●津戸会員 向こう三軒両隣の鈴木・北島両新会員を

心より歓迎いたします。 

●五十嵐会員 このたび遠藤常臣会員が国立市の野菜

まつり品評会で秋冬野菜立ち毛品評会で新しいホウレ

ンソウを研究され国立市長賞を受賞しました。又､前会

員の曽我泰夫さんが本を出版｢連戦連勝の飲食店経営｣

ソガマジックです。好評発売中です。いずれも素晴し

い事なので皆様に改めてお知らせいたします。 

●小川会員･岡本貞雄会員･青木会員 東京立川 RC の

中野様と長井様、及び東京井ノ頭 RCの阿部様と山下様

のご来訪を心から歓迎いたします。また鈴木さんと北

島さんの入会を祝し、クラブでのご活躍を期待いたし

ます。そして大庭さんの卓話を楽しみにしております。 

●関重寿会員 昨年 9 月 17 日女児、1 月 29 日男児が

生まれ毎日来るものですから文字通りマゴマゴしてお

ります。又､鈴木さん、北島さん入会お目出とうござい

ます。お 2 方におかれましては、すばらしい未来が開

かれることと思います。 

●小澤谷守会員 北島清高さん､鈴木さんのご入会大大

大歓迎です。共に楽しみましょう。(清高さんとは同級

生で幼なじみです)立川 RC長井さん･中野さん、井の頭

RC山下さん･阿部さんのご来会を歓迎致します。 

●山崎会員 新入会員の鈴木さん･北島さん歓迎いたし

ます。又､立川ロータリーの長井さん・中野さん､井の頭

ロータリーの阿部さん･山下さんのご来訪を歓迎いたし

ます。 

●遠藤常臣会員･稲村会員･荘原会員･岡田会員 井ノ頭

RC の阿部様､山下様の御来訪歓迎致します。又､北島清

高様･鈴木政久様の御入会大歓迎です。いっしょに頑張

りましょう。大庭さんの卓話楽しみにしています。 

●遠藤直孝会員 北島清高会員･鈴木政久会員のご入会

心から歓迎いたします。大庭会員の卓話｢社会保険のあ

れこれ｣心して拝聴します。 

●北島正典会員 北島清高会員･鈴木政久会員の入会を

心より歓迎･感謝いたします。力を合わせていろいろ活

躍したいと思います。楽しみです。 

●長嶋会員 お 2人の入会楽しみにしていました。政さ

んこれからも尚宜しくお願いしますね 

●関俊之会員 北島清高さん、鈴木政久さんのご入会心

待ちにいたしておりました。日頃の地域活動同様､共に

ロータリー活動ガンバリましょう！ 

ニコニコ BOX 合計 64,000円 累計 1,006,000円 

出席報告               高柳出席奨励委員 

  ２月１０日 在籍４７名中 出席３３名    

  前々回（1月 27日）の 出席率 93.02%   

閉会点鐘                      木島会長 

 

東京立川こぶしロータリークラブ 

創立 30周年記念式典 

2016年 2月 9日（火）立川グランドホテル 

記念式典・記念フォーラム・祝賀会に約 350名の参加

で盛大に行われました。国立 RC会員からは 15名参加。 

 

 

 

 

 

記念フォーラム ソドブシャムツ・フレルバータル氏 

   「21世紀のモンゴルと私」 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝賀会  

ソプラノコンサート 坂井田真美子さん 

（元ロータリー財団国際親善奨学生） 

祝賀会入口に飾られた氷彫刻⇒  
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     来日生・ローテックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会の最後にクラス別に集合 

社会保険あれこれ 
社会保険労務士  

大 庭 敏 也 会員 

 

地区国際奉仕委員

長 

報酬 月額 100万円の場合 15万円、年額 180万円と

多大となります。先日も友人の関係先で、法人で従業

員 100人の未加入の会社の相談がありました。   

３､残業代請求の事案も増えています  

先日、ディスカウントのドンキホーテの役員ら 6

人、残業代未払いなどで送検されました。通常違反が

あっても送検されることはないのですが、厚生労働省

によると、平成 25 年度は労働基準監督署の指導・勧

告によって 1400社が 100万円以上の未払い残業代支

払、そのうち 1000万円以上が 200社、4億円以上が 2

社 100万円以下も多数あります。 

４､相談事例  

有給休暇のトラブルから退職し、残業代請求のため

監督署への申告があり監督署からの来署依頼。過去 2

年分の残業代 150万円を請求され、こちらが確認でき

た時間分の 100万円認めて支払うこととなりました。

監督署も申告者側というより自主的解決を求めると

いうケースも多くあります。 

残業代を含めて支払っていると考えている会社も

多いのですが、給与は基本給(1日 8時間以内・週 40

時間以内分)と残業代(1日 8時間超・週 40時間超分)

にわけて明示しなければ、残業代は含まれていないと

見なされます。例えば、総支給 30万円を基本給 25万

円、固定(みなし)残業代 5万円に分けて明示し支給す

るというように。 

 

紹介           石塚プログラム委員長 

 失業保険を踏まえた問題、新聞にも載っています厚

生年金の問題についてお話をしていただきます。 

自分の略歴から            大庭敏也 

卒業後、紳士服の小売・製造･卸を営む会社に 20年

あまり営業職で勤めた 46歳の１月に、急に思い立ち

営業の仕事から社労士開業をめざし資格取得･開業し

ようと、51歳で開業し 7年。今思えば 50歳過ぎでリ

スクの高い未知の仕事で開業しようなどと、よく考え

たものだと思います。本日はあまり知られていない社

会保険労務士(社労士)の仕事について、厚生年金の未

加入問題、事例から厚生年金の加入、残業代の未払い

請求などについてお話しします。 

１､社労士の仕事   

年金記録の消えた 5000万件などで知る人は増えま

したが、年金を扱う職業との誤解も多く、主な業務は

知られていません。会社の行うハローワーク、年金事

務所などの手続き書類作成・提出代行、就業規則作

成・助成金の手続き、労働相談などが主な仕事です。 

２､厚生年金(健康保険）の加入勧奨（自主的に加入を

勧める）    

厚生労働省から、消えた年金記録 5000 万件の対応

がひと段落したので、厚生年金未加入 79 万事業所、

対象従業員 200万人で、未加入事業所の加入を強化す

るとの発表がありました。対象法人のうち 280万事業

所のうち 30％（79 万事業所）が未加入となっていて

企業の責任以上に厚生労働省・旧社会保険庁の責任重

大。公的機関として適切な指導を怠った結果とも考え

られます。社会保険加入となると会社負担が、給与・ 

２０１５-１６年度「国立市立第三中学校における中学生と留学生の交流会」 
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お琴の授業に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来日生は母国のこと日本に来てからのこと 

ローテックスは留学の体験などを話しました 

 平成 28年 2月 12日 10時 30分より当クラブ新世代

奉仕委員会が中心となって国立市立第三中学校にて、

「中学生と留学生との交流会」が行われました。参加

者が来日生のエレンさん（トルコ）・ルイーズさん（ベ

ルギー）・ビューさん（タイ）・ジュリアさん（ブラ

ジル）・アーチーさん（アメリカ）・ヤミルくん（メ

キシコ）の６名。ローテックス（帰国生）は小牧かん

なさん・谷屋まゆさん・小林理佳さん・島川柊さん・

益子歩鞠さんの５名。地区青少年交換委員会の品川博

美委員長・田村重巳さん・太田嘉正さん。第三中学校

からは石井校長・宮脇副校長。国立市は是松教育長・

植木指導主事。当クラブから木島会長・本間幹事・新

世代奉仕委員・一般会員の方々です。 

 木島会長、是松教育長の挨拶、石井校長の学校説明、

来日生・ローテックスの皆さんの紹介などを行い。授

業風景など校舎内を一緒に見学しました。 

音楽室に移動して、来日生・ローテックスの皆さん

はお琴の授業に参加し「さくらさくら」の演奏を体験

しました。日本文化を理解するのにいい体験になった

のではないかと思います。 

 昼食は給食を食べました。メニューは「キャロット

ライス、ストロガノフ、オムレツ、ボイル野菜、ガト

ーショコラ、牛乳」（私が生徒の時の給食とは全く違

うものです）。 

食事後、来日生・ローテックスの皆さんは一年生の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          お習字の体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室に３名ずつ入って生徒の皆さんに自己紹介、母国

の話、留学しての楽しかったこと驚いたことなどを話

し質問などを受けました。最初は緊張していた中学生 

も次第に打ち解けて、質問などができるようになって

きました（女子生徒の方がこういうことは順応力があ

るように見受けられました）。 

生徒の方では交流の気持ちを表すということで日本

に関するクイズ、一緒に折り紙を体験、書道の毛筆体

験を用意していました。（毛筆で留学生の名前を漢字

に当てはめて書いていました。エレンさんは恵恋さん、

ビューさんは美優さんなどキラキラネームが多い世代

の発想ですね。ただ、ヤミルくんの闇留くんはチョッ

ト･･･）。驚いたのはアメリカからの留学生アーチーさ

んです。とても達筆で、おそらくクラスの誰よりも書

道が上手かもしれないと思われました。書道の勉強も

来日の目的の一つだそうです。とてもきれいな字で「美

しい白然」と書いて女子生徒から耳打ちされて笑って

いたのが印象に残りました。 

学校はじめ様々な方々の協力を得て今回の中学生と

留学生の交流会は和やかな中、お互いの良い思い出に

なったことと思います。次世代の世界を担う子供たち

に、日本を知ってもらうこと、日本を好きになっても

らうこと、異文化に興味を持つこと、体験したいと思

うことは大切なことだと思いました。 

(クラブ会報副委員長：北島正典)  


