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＝ 本日のプログラム ＝ 

卓話例会・ロータリーの友 紹介 

卓話「働き方改革」 

ゲスト（卓話者） 

厚木労働基準監督署 

第一方面主任労働基準官 後藤忠行様 

第二方面主任労働基準官 中村亮友様 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

【笹生 誠 会長】 

〇会長挨拶 

「四国・九州・中国地方はまだ入っていませんが、先

週７日に関東から北の方に梅雨入り宣言がされまし

た。 じめじめする時期ですが体調に気を付けてお過

ごし下さい。」 

 

 

 

 

 

○ガバナー事務所より 

米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知ら

せ 

  2019 年 7 月 7 日（日）11 時片瀬江の島駅集合 

 会費：3,000 円 

2019-20 年度 地区ロータリー財団セミナー及び 

  第 1 回補助金管理セミナーのご案内 

  2019 年 7 月 13 日（土）12：30～ 

 アイクロス湘南 6 階 

・第１５回日韓親善会議参加塘路ｋぅのお願い 

  2019 年 9 月２８日（土） 

 仙台国際センター２Ｆ大ホール 

○厚木市役所より 

・令和元年度第 1 回厚木市セーフコミュニティ推進協

議会の開催について 

○厚木市社会福祉協議会 より 

・「社協あつぎ」第１５４号の送付について 

○厚木中ローターアクトクラブ より 

厚木中ロータリークラブ週報 
2018-2019 第 1981 回  2019.06.12   Vol.37 

国際ロータリー第 2780 地区 第６グループ 
会長：笹生 誠 幹事：五十嵐直樹  クラブ広報委員会 委員長：三平治憲 
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・６月開催“納会“のご案内 

  ６月１６日（日） 17:00～19:00 

  プロミティーあつぎビル８ＦＣ会議室 

━ 幹事報告 ━ 

【五十嵐 直樹 幹事】 

○「19 日夜間例会にローターアクトが 4 人来られて、

総勢で 23 名という形で行います。18 時点鐘となり

ますのでお間違えの無いようご注意下さい。 

他は報告事項はありません。」 

・理事会報告 

「次年度の行事予定・予算案・会務分担について、誤

りもあったりして多少修正はあったが、皆さんに発表

致しました。修正して皆さんにもお見せ出来るように

なります。 

会務分担の変更点が一つ…クラブ管理の理事は五十

嵐幹事の予定だったが、お仕事等々の理由で難しいと

の事で、クラブ管理理事・委員長を小島條太郎会員に

変更させて頂く事になりました。」 

━ ロータリーの友 紹介 ━ 

【竹内祥晴 会員】 

「次年度担当となりますので本日は三平会員の代わ

りに紹介させて頂きますが、何分不慣れですのでお聞

き苦しいとは思いますが、よろしくお願いします。」 

・横組 3 頁…月は最後の月なので RI 会長のメッセー

ジ  ここは RI 会長の気持ちとかが出るので是非

毎号見て頂きたい。 

・同 6 頁…左下  国際 RC の中で日本の RC は不動

の地位に。 

・同 7 頁…今月は親睦活動月間。 

・同 9 頁…地域の話題になる奉仕活動を。 

・同 11 頁…広報のツールの紹介。 

・同 26 頁…当地区の米山学友会。地区大会でのお茶

のサービスの起源。 

「今回初めてなので、これから勉強してやって行くの

でよろしくお願いします。」 

石川弘子 副幹事 

・本日、次年度緊急理事会を開催致します。 

小澤俊通 副 SAA 

「6 月 1 日から 5 日のドイツ ハンブルグで開催さ

れた世界大会へ出席された山崎会員から、チョコレー

トとロータリーのマーク入りの紅茶のお土産と写真

アルバムがあります。 山崎さんいつも有難うござい

ます。 26 日に世界大会報告を宜しくお願いします。」 

━ お祝い行事・スマイル ━ 

【石川弘子 副幹事】 

「久々のお祝い行事に緊張しております。スマイルま

だまだ受付中です。目標達成のために皆様のご協力を

お願い致します。追加も受け付けております。」 
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・事業所開設 14 日 小島條太郎 会員 

・配偶者誕生 15 日 西厚夫 会員の奥様 

・会員誕生  15 日 小島條太郎 会員(欠席) 

 

☆当クラブ会員のスマイル 

 

【笹生会長・五十嵐幹事・西副会長・山口昇会長ｴﾚｸﾄ・

石川副幹事】 

本日は卓話例会です。 後藤様、中村様、宜しくお

願い致します。 條太郎さん、お誕生日おめでとうご

ざいます。 山崎さん、世界大会お疲れ様でした。 お

土産ありがとうございます！ 

【竹内祥晴 会員】 

 先日、妻の誕生日に花束を有難うございました。 

【山崎隆夫 会員】 

 ドイツ・ハンブルグ世界大会は無事終了しました。 

ベルリン・ハンブルグ・リューベックとヨーロッパの

歴史都市を楽しんで来ましたのでスマイルします。 

【飯田久夫・小澤俊通・藤川孝幸 会員】 

山崎さん、国際大会出席お疲れ様でした。 お土産

のチョコと紅茶を有難うございます。 美味しく頂き

ました。 條太郎さん、誕生日おめでとうございます。。 

【建部覚 会員】 

本日のプログラムは「働き方改革」です。 大事な

話なので楽しみにしていました。 

【五十嵐直樹 幹事】 

條ちゃん、お誕生日おめでとうございます。 今後

とも宜しく願い致します。 

【三平治憲 会員】 

飯田さん、貴重な“ライター”有難うございました。 

大切に使います。 

【石川弘子 副幹事】 

本日仕事のため早退いたします。 申し訳ございま

せん。 

 

 

■本日もスマイルにご協力有り難うございます。 

 

━ 卓 話 ━ 

『働き方改革』 

厚木労働基準監督署 

第一方面主任労働基準官 後藤忠行 様 

挨拶に始まり、冒頭「ロータリークラブという存在

は知っていましたが、まさかローローロータリーとい

う歌があるとは知りませんでした。先ほど広報の方が

お出でになりましたが、私達にはロータリーについて

十分伝わりました。今日は 30 分の時間を頂いて居り

ますので、資料を用いて概略と説明を行いたいと思い

ます。」と述べられ、『働き方改革』について、配布資

料を説明。クロージングで、「話しは以上ですが、連絡

先がレジュメにも書いてありますので、何かございま

したら気軽にご連絡を下さい。」と締められた。 

謝辞…笹生誠 会長 

「有難うございました。 私どもも先程話にりました

運送業で、今日も関係者に話をして参りましたが、パ

ート・アルバイトも有給や時間外、1000 円を下らな

い状態で給与的にも大変ですし、有給も 2 ヶ月でロー

テーション表を作成し 4 月からやってますが、有給を
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取る者と取らない者の差が明確になって来ているの 

で、これを改革して行かなければならない中、協力会 

 

 

 

 

 

 

 

 

社も含めて『働き方改革』を推進して行く上で大変勉

強になりました。」 

 

  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

06/19 年度末親睦例会 親睦委員会  

    25 名 2 名 

06/26 クラブ協議会、理事役員年度報告、新旧理事役員会 会  長  

07/03    出 席 率 前々回修正出席率 

07/10    

    90.00％     90.48％ 

07/14    
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