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第1092回例会 2021年(令和3年) 4月1日（木）
本日のプログラム「創立記念例会・外部卓話」 VOL.25-26

【会長アドレス】 会長 岩下いずみ

皆様こんにちは

東北沖でマグニチュード9.0の巨大地震によって未曾有

の被害を出した東日本大震災から10年になります。死者1

万6000人行方不明者は2500名以上です。そして今も4万人

以上の人が避難生活を送っています。もう10年経ったの

かと言う思いとあの日のテレビの映像は衝撃的でとても

恐ろしく信じられないものでした。

私たちの住む鹿児島も台風や集中豪雨、桜島の大噴火

や地震、津波などによる建物の被害など、自分がいつど

んな形で被災するか分かりません。緊急時の備えや避難

場所の再確認など日頃からの一人一人の防災認識はとて

も大切な事だと思います。私もクローゼットの備蓄品を

チェックしましたら食料の賞味期限が過ぎていましたの

で新しいものをインターネットで注文しました。中一日

で商品が自宅に届く便利な時代です。何事もなく5年後に

はまた新しいものとの交換できる事を願いたいと思いま

す。

今夜は夜間例会、ロータリー大学です。ロータリーは

相互扶助、親睦から始まりました。

ロータリークラブ はロータリーが好きな人が集まって

できたクラブではありません。最初は良くわからず入会

してクラブのメンバーとのお付き合いを通してロータリー

の目的と理念を学び、ロータリーを好きになっていきま

す。その中で大事な事はロータリーは単なる友情ではな

くロータリーの志を共にするもの同士の仲間意識でつな

がっていると言う事です。ですので親睦の時間を大事に

し、出来れば例会での席はいつもは話をする機会が少な

い方の隣の席に座る事を心掛けていただけたらと思いま

す。

私達クラブの中堅組はロータリー歴の浅い方に先輩方

から多くの事を学ぶ機会と仕組みを作らなければならな

いという風に考えています。

通常の例会はプログラム通りに進行しますので、クラ

ブフォーラムなどが無い限り自分の考えなど発言する機

会は少ないです。今夜はコロナ禍の中、細かい制限はあ

りますが大いに本音で語らいましょう。どうぞよろしく

お願いします。

【幹事報告】 幹事 小川ちえみ

①5/15（土）に地区大会がホテルさつき苑で行われます。

本年度は新型コロナウイルスの影響を考慮し、1日のみ

の開催となり、地区役員、クラブ会長・幹事のみの会

場参加です。

一般会員は、オンラインでの大会参加となります。

オンライン参加希望の方は、出欠表にご記入をお願い

致します。

②3/16（火）17：00～鹿児島純心IACの例会が行われます。

③4/17（土）～18（日）に親睦旅行を兼ねて、宮崎東RC

との合同例会を開催します。近日中にクラブ運営委員

会より詳細を含め募集のメールを送信しますので、3月

末日までのご回答をお願いします。

④来週の木曜日は、例会はありません。

次週例会は25日(木)ＷＥＢ例会です。

【ゲスト】

米山奨学生 ダール・アシスさん

2020-2021年度 国際ロータリーのテーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」
第2730地区目標 「不易流行・ロータリーの基本を堅持し、変化に適応するクラブを」

クラブスローガン 「Enjoy the change! 変化を楽しもう！」

前回第1090回例会(3/11(木))の報告 於：東急ＲＥＩ

【ニコニコＢＯＸ】

◆岩下いずみ君・小川ちえみ君

本日はロータリー大学です。会員増強・研修委員会の

皆様宜しくお願いします。

≪ニコニコＢＯＸ累計額 ￥１３１，０００-≫

【本日のプログラム】

ロータリー大学

会員増強・研修委員会 堀嘉郎委員長

テーマ：「コロナ禍における

影響と対策について」

会員の中で新型コロナで大変影響を

受けた企業とあまり影響を受けていない企業がありま

す。そこで3名の方にそれぞれのジャンル（立場）での

コロナ禍での影響と対策をとっているかを発表しても

らいました。

一番目は、ピアノ調律師の松田圭治郎さん(写真左)

二番目が、飲料水販売の川原篤雄さん(写真中央)

三番目が，公認会計士の小林千鶴さん(写真左)

≪懇親会の様子≫

日 時：２０２１年４月１７日(土）18：30～20：00

場 所：ニューウェルシティ宮崎

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：宮崎東ＲＣとの合同例会

＜その後のプログラム＞

・4/22(木) クラブフォーラム・ＰＥＴＳ報告

次回（第1093回）例会のお知らせ

出 席 報 告

★は、記帳受付有り （ホームクラブ例会場）

鹿児島RC ★4/2(金）観桜会18：30～城山ホテル鹿児島

＊夜間例会に変更

☆4/9(金) 70周年オリエンテーション12：30～

＊お昼の例会に変更 （山形屋）

鹿大ｱｶﾃﾞﾐｰRC4/2(金) 会員卓話 (稲森記念館)

中央RC 4/5(月) PETS報告 橋元会長エレクト

4/12(月） 社会奉仕フォーラム (山形屋）

令和RC 4/12(月) ＰＥＴＳ報告 (東急REI)

東南RC 4/6(火) クラブ協議会

★4/13(火) 夜間例会 （ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

城西RC 4/6(火) クラブ協議会(PETS報告)

4/13(火) 休会 (東急REI)

南RC 4/7(水) PETS報告 萩原会長エレクト

★4/14(水) 日程変更 4月18日(日)

職場訪問 鹿児島ﾚﾌﾞﾅｲｽﾞ試合観戦 （ｻﾝﾛｲﾔﾙ）

西RC ★4/7(水）職場訪問 セイカ食品㈱

4/14(水) クラブフォーラム(次年度への課題)（山形屋）

西南RC 4/7(水）定款に基づき休会

4/14(水) PETS報告 （ゆうづき）

東RC 4/8(木） 会員卓話 谷口郁代会員

4/15(木) 会員研修会① 有村茂樹会員 (ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ）

北RC 4/8(木） クラブフォーラム(社会奉仕委員会)

4/15(木) 会員卓話 宮内秀人会員 (ｱｰﾄﾎﾃﾙ鹿児島)

市内他ＲＣ例会プログラム

例会日 会員数 出席数 出席率％

第1090回3月11日(木) 46(45) 27 60.00

米山奨学生のダールアシスさんが鹿児島大学歯学部、

大学院をご卒業されました！おめでとうございます！

カウンセラーの西会員、ありがとうございました。



【会長アドレス】 会長 岩下いずみ
皆様こんにちは

先週土曜日はクラブ運営委委員会の霧島六社権現

巡りの企画に22名の参加ありがとうございました。

車内では井川、穂満クラブ運営副委員長によるため

になる雑学などを聞きながらの楽しい1日となりま

した。知らないところも多くあり復習のためにまた

今回のコースを再度訪問したいと思っています。地

鶏のお料理も最高でした。来月4月３日、4日には八

重山でのキャンプ、17日、18日には宮崎東RCさんと

の合同例会出席のための親睦旅行もあります。沢山

のご参加どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリーの3月は水と衛生月間です。安全な水

と衛生設備の利用はすべての人が持つ権利です。ロー

タリーは世界の人々に安全な水と衛生設備を提供し、

衛生や伝染病予防教育も行う事でコミニュティの生

活環境や教育の改善に努めます。

私が何年か前にドバイに滞在しました時に砂漠の

中にあるにもかかわらずドバイでは水が豊富で広大

な植物園の管理やスキー場、ゴルフ場、プールなど、

水を使った設備に大変驚きました。聞くと、この国

では海水を淡水化していて旅行者は飲みませんが水

道水も飲料可能で、室内での水耕栽培など、きれい

な水が豊富に供給されていました。

私達の住む日本は海に囲まれています。日本の企

業は高いフィルター技術をもつていて世界の中では

トップクラスのシェアーをしめているそうです。日

本こそ、自国においてコストの問題など多くの課題

もあるかもしれませんが、これからは海水の淡水化

の技術を取り入れダムに頼るだけでなく水に困らな

い国になる事を願います。

【幹事報告】 幹事 小川ちえみ
①R3.5.16(日)9：30～15：15、都城市の都城調理師

高等専修学校にて「DL資格取得のための研修セミ

ナー」が行われます。該当者の方は宜しくお願い

致します。

②先週もお伝えしましたが、5/15（土）に地区大会

がホテルさつき苑で行われます。

本年度は新型コロナウイルスの影響を考慮し、

1日のみの開催となり、地区役員、クラブ会長・

幹事のみ の会場参加です。一般会員は、オンラ

インでの大会参加となります。

オンライン参加希望の方は、事務局までご連絡を

お願い致します。

【ニコニコＢＯＸ】

◆岩下いずみ君・小川ちえみ君

本日の会員卓話、児玉さん宜しくお願いします。

◆池田耕夫君

由緒ある霧島6社権現巡り、楽しいバス旅行に参加した

お陰で、パワーアップできました。クラブ運営委員会

の皆様、有難う御座いました。感謝致します。

≪ニコニコＢＯＸ累計額 ￥１３４，０００-≫

【本日のプログラム】 会員卓話 児玉里美君

「これからの雇用環境について

知っておくべきこと」

確実に言えること

「人件費はこれからも増大する」

「小規模では生き残れない」

前回第1091回例会（3/25（木））の報告

於：ZOOM例会

【今回の説明内容】

①これからの雇用環境はどうなるのか

②中小企業でも対応が必要となる課題

１）同一労働同一賃金

２）社会保険適用拡大

３）コロナリスク

４）人手不足

③これからいかに生き残っていくか

①これからの雇用環境はどうなるのか

●高齢化と人口減少

→この二つを抱えている先進国は日本だけ

●労働者人口が減り、一人一人の負担増

●経済を維持するためには、生産性を高める必要がある

→そのための戦略

①最低賃金引き上げ

②中小企業の統合（M&A

③輸出の拡大

参考文献「日本人の勝算」デービッドアトキンソン氏

≪親睦行事・霧島6社権現巡り≫

日時：2021年3月20日（土）8時出発

・霧島神宮

・霧島東神社

・狭野神社

・霧島岑神社

・昼食 小林地鶏の里

・東霧島神社

③これからいかに生き残っていくか

確実に言えること

人件費はこれからも増大する

→「教育」「女性の力」

小規模では生き残れない

→「戦略としての統合」

「大手にはない独自性」

②中小企業でも対応が必要となる課題

１）同一労働同一賃金（中小企業：2021.4.1～）

対応すべきこと

・正規、非正規の間で、給与に不合理な差はないか？

→通勤手当、精皆勤手当、特殊作業手当など、非正規に

支給されていないと不合理とされる

・休職制度、慶弔休暇は、非正規も取れるようになって

いるか

・説明を求められた時に、説明ができるようになってい

るか

２）社会保険適用拡大

（101人以上：2022.10～ 51人以上：2024.10～）

対応すべきこと

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

→社会保険加入となる

従業員数は、

「社会保険の適用対象者」でカウントする。

（全従業員数ではない）

３）コロナリスク

・雇用調整助成金

→令和3年4月30日まで特例措置が延長

休業手当が全額助成される

・従業員が以下の状況になったら？

コロナ陽性

→休業手当不要（労災、健康保険から補償）

濃厚接触者のため自宅待機

→休業手当必要

県外出張後の自宅待機

→休業手当必要

４）今後も続く人手不足

・コロナの影響もあり、少し人余り？

・流動的な今、先行投資で採用する手も

・いかに企業の魅力をアピールできるか

・昔と同じやり方では人は集まらない

・HP 、採用ページは必須

・採用単価は今後も上がる

・社員教育にはお金と手間をかける

おすすめ書籍

社長、採用と即戦力の育成はこうしなさい！

小山昇氏

霧島神宮、ご神木の前で。

あいにくの雨模様でした。

霧島東神社にて。

霧島岑神社にて

獅子舞の奉納を見ることが

できました！

この鬼盤階段は「振りむかずの坂」とも言い、遠い昔

天台宗・真言宗の僧侶が、一心に呪文を唱えながら修

業したと言われています。参拝者の皆様も「一心に願

い事」をとなえて昇りましょう。『東(つま)霧島神社』


