
　　　Rotary　International　2017-18 　　　国際ロータリー第2670地区
　　　　会長　イアンＨ．Ｓ．ライズリー 　　　　　ガバナー　柳澤 光秋
　テーマ

　　　　ロータリー：変化をもたらす

 　平成２９年９月１９日（火）
　  2017～2018年度　第４３年度　第１１回　 通算第２０４９回例会
　　≪会長ひとこと（ふたこと）≫

　　　　　テーマ　 （イノベーション　 パラダイムシフト　 幸福）

　　東洋経済新聞社　　　　1,800円

○ 2014年　6,587万人　　2017年　6,563万人　　⇒　2030年　5,800万人　700万人減
　　2017年　四国全人口　370万人
○ デジタル労働力　　外国人労働力
○ 日本の労働人口の４９％　⇒　「ロボット労働力に置き換わる」
○ 『1ヶ月である店舗の売り上げを上げる』
　コンサルタントとAIが競争
　コンサル　　商品構成、仕入れ、ＰＯＰ
　ＡＩ　店員の配置場所

　◐ 厚労省　残業減で休日増の中小企業に最大200万円助成の方針 （9月14日）
　　厚生労働省は、残業時間の罰則付き上限規制を導入することを見据えて、2018年度から、残業
　　時間を削減し休日を増やした中小企業に対して、最大で200万円を助成する方針とした。職場意
　　識改善助成金の「時間外労働上限設定コース」を拡充する。現在は残業時間の上限を月45時間
　　年360時間以下に設定すると最大50万円助成されるが、これを月80時間・年720時間超の残業時
　　間だったところが一気に達成した場合、100万円に引き上げる。加えて、新たに週休2日制を導入
　　すると助成金を上乗せする措置を設け、１カ月当たりの休日を４日増やすと最大で100万円、３日
　　増で75万円、２日増で50万円、１日増の25万円となる。
　◐ 年金加算金598億円の支給漏れ （9月14日）
　　元公務員の妻らを対象にした、基礎年金に一定額を上乗せする「振替加算」について、1991年以
　　降、10万5,963人分、金額にして計約598億円の支給漏れがあったと、厚労省は発表した。年金
　　機構と共催組合の連携不足が主な原因とされており、未払い額としては、過去最大規模となる。
　　11月中旬に全額が支払われる予定。
　◐ 公的年金の受給開始年齢「70歳以降も」 内閣府の有識者検討会 （9月13日）
　　内閣府の有識者検討会は12日、公的年金の受給開始年齢を70歳より後にできる仕組みづくりの
　　提言を盛り込んだ骨子案を示した。　提言では具体的な年齢は盛り込まれなかったが、自民党の
　　「一億総活躍推進本部」が５月にまとめた提言にも年齢引き上げ方針が示されており、今後、議論
　　が本格化するとみられる。政府は提言をもとに、「高齢社会対策大綱」の改定案を年内にも閣議決

　　定する方針。

　　【会長報告】

◆ 秋山佳弘さんに米山記念奨学委員長として米山奨学事業に対し

格別のご奉仕を賜り、任期満了によりご退任となられましたので

感謝の意を表し“感謝状”が贈られてきましたので贈呈します。

◆ 本日、米山奨学生：呉若蘭さんが例会出席しております。

◆ さぬき青年会議所より創立２０周年記念の“礼状”が届いております。

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか
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　　丸亀東ロータリークラブ　　＜第４３年度＞　 ROTARY：MAKING A DIFFERENCE
会長　名倉 良成　　 幹事　塩野 拓二

「誰が日本の労働力を支えるか？」

労働・社会保険の情報

言行はこれに照らしてから



　　【幹事報告】

◆ ≪例会変更≫

観音寺東ＲＣ １０月　３日(火)⇒１８：３０～観音寺グランドホテル

〃 １０月３１日(火)⇒休　会

善通寺ＲＣ １０月　４日(水)⇒１０月３日(火)19：00～沖縄食堂てぃーだかんかん

◆ 「第１１回香川県ロータリークラブ親睦ゴルフ大会；観音寺大会のご案内」文書が届いております。

案内文を配布しておりますので10月10日(火)例会日までに出欠返答をお願いします。

　　【プログラム】　❤ 会計報告 （神原太一会計）

2016-2017年度決算書；2017-2018年度予算書(案)報告

会計は、クラブ資金を管理し、クラブの奉仕活動や募金活動、ロータリー財団の支援を行う上で

大切な役割を果たします。

＜会計の役割＞

　・クラブ資金を管理する

　・会費を徴収し、RIと地区に分担金を納入する

　・クラブの財務状況を報告する　　

　・ロータリー財団やクラブ財団委員会と協力する

　・クラブ請求書を受け取り次第、会費を支払う（または請求書の内容を確認する）

〔2017-2018年度国際ロータリー第2670地区送金一覧〕

上半期 上半期

７月１日付 １月１日付

Ｒ ＲＩ人頭分担金 $30.00 $30.00

Ｉ ＄1.50×人数 -

等

へ ロータリー財団寄付

の ＊年次寄付、ポリオプラス等 　　　　　一人当たり／

送 ロータリーの友購読料 1,296円 1,296円 　　　　　約２１，０００円

金 　　　〃　　　　中途入会者 216円×月数 216円×月数

ロータリー米山記念奨学会

普通寄付　 3,000円＋＠ 3,000円＋＠

特別寄付　

地区資金分担金 4,500円 4,500円

750円×月数 750円×月数

ガバナー月信購読料 1,000円 1,000円

100円 100円

地 150円 150円

区 平和奨学支援協力金 - 15円 　　　　　一人当たり／

へ 地区大会分担金 6,000円 - 　　　　　約２５，０００円

の 2,500円 -

送 3,000円 -

金 危機対策委員会分担金 100円 100円

1,000円 -

100円 100円

15,000円 -

20,000円 -

10,000円 -

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

各分区米山協議会登録料

＄30.00/6×在籍月数

クラブ・地区：目標額

個人・法人：随時、随意な額

随時、随意な額

青少年奉仕特別会計分担金

ＲＩ比例人頭分担金（途中入会者）

中途入会者月割分担金

ガバナー連絡会運営協力金

ロータリー文庫運営協力金

短期交換特別会計分担金

緊急災害援助準備金分担金

言行はこれに照らしてから

7月1日、1月1日現在クラブ請求書に基づく

会員数及び一人当たりの分担金

ＲＩ規定審議会追加年会費

規定審議会準備金分担金

会員増強地区セミナー登録料

ロータリー財団地区管理セミナー登録料



　　【本日のニコニコ】

☬ ：神原　太一 会計

☬ 会計報告をありがとうございます。 ：名倉　良成 会長

☬ 神原さん。会計報告ありがとうございます。 ：塩野　拓二 幹事

☬ 神原会計から会長報告をお聞きして ： 岡　  千枝 Ｓ・Ａ・Ａ

☬ ロータリー米山記念奨学会より委員長の感謝状を頂いて ： 秋山　佳弘　さん

　　【来訪ロータリアン】　（なし）

　　【メークアップ】　（なし）

　　【出席報告】 　第２０４９回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３３名 ４名 ８９．１９％

　第２０４７回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３３名 ４名 ８９．１９％

　　【９月２６日（火）例会プログラム】

客　話  （ プログラム委員会 ）　伊賀重夫委員長

　〔高松港コンテナターミナル振興協議会　伊藤丈夫様〕

　〔香川県 交流推進部 航空振興室   主任 合田健様〕

　　【１０月３日（火）例会プログラム】

善通寺ＲＣとの合同親睦観月例会　（親睦活動委員会）　久保田剛司委員長

　【沖縄食堂てぃーだかんかん　午後７時開会】

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか
第１ 　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２ 　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

　する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３ 　ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理

　念を実践すること。
第４ 　奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推

　進すること。
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 　TEL；0877-21-6611　　FAX；0877-21-6655
例会日 　毎週火曜日　PM12:30～PM1:30 　URL；http://www.marugame-east-rc.com

　E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

本日、会計報告を無事終えて

言行はこれに照らしてから

　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

＜９月１９日（火）現在＞

＜９月５日（火）例会分＞
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