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会長挨拶

司会：小島　真君　指揮：岡　良森君

大房君、小島君、田中君、仲原君、望月君、山田君

前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

２８/３３　　 　　　８４．８５%　　　　３３/３３　　 　　　１００%

２７/３３　　 　　　８１．８２%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

ＲＩ会長のメッセージ

平成２６年５月９日�金曜日� 13時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　小林　勝　　土屋　巧　　杉山　隆

　　　　　　　加藤正幸　山口雅弘

司会者�  　加藤正幸   �  

①２５周年記念式典予算承認の件�    

　・各会員１人当り　１０,０００円の徴収します。�    

　・特別会計より　１,２００,０００円充当します。�    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

第１１回理事役員会報告

ロータリーソング  「我等の生業」

司会：石井和郎君　指揮：岡　良森君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

町づくりの三島市が「全国花のまちづくり三島大会」と「第２

回みしま花のまちフェア」が開催されます。各所で盛りだく

さんの催しを展開し、市民全体で取り組む「ガーデンシテ

ィーみしま」のまちづくりを全国に発信します。「花のまちづく

り三島大会」では花を生かしたまちづくりに取り組んでいる

市町などを会場に毎年開かれています、三島市は２年前

に日本花の会の「全国花のまちづくりコンクール」で優秀賞

を受賞し、ガーデンシティーの取り組みなども評価され開

催が決まりました。オープニングイベントには、花のまちづく

りに取り組む団体の事例発表、造園家で東京都市大教授

の涌井雅之さんの基調講演などを予定。２日目は、白滝

公園や花街道など三島の花の見どころを散策する現地見

学会、楽寿園や市民文化会館で生け花の展示や寄せ植

えの体験教室などを催します。全国からの来訪者を「きれ

いなまち三島」としておもてなしをするため、６月１日（日）９

時～１０時三島駅南口に集合し市役所まで清掃活動する

奉仕作業が予定されています、当せせらぎ三島ロータリー

クラブの会員の皆様も参加されてはいかがですか、また、

５月３１日に市民文化会館での事例発表、基調講演や夕

方の交流会、ほたる鑑賞会にも参加されてはいかがでしょうか。

５月１１日は三島市が毎年実施しています「三島の川をきれ

いにする奉仕活動」です、市内の各種団体が市内の河川

である、御殿川、源兵衛川、桜川、宮さんの川の清掃を行

います、私の所属する三島市建設事業協同組合では組

合員各社のダンプカー１７台が参加して、河川からのゴミを

清掃センターまで搬送する奉仕活動を行っています、現

場と違い地域の皆さんが作業をしている中での運転です

ので充分周囲に注意するよう配慮しています。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

幹事報告

ゴルフ同好会

近藤高嶺さん（渡邊君のゲスト）

幹事　加藤正幸君

①例会終了後、理事・役員会開催�

②２５周年運営委員の方、理事会後打合せ�

③２５周年動員リストまだの方、すみやかに提出お願い�

 

４月２８日　遠藤修弘君会員誕生日 入会記念日

幹事　加藤正幸君

スマイルボックス

兼子悦三君：1月17日（金）に1月20日の誕生祝をいただき

ありがとうございました。遅れましたがスマイルいたします。

中村　徹君：手続要覧、クラブ細則が出来上がったようです。

細則委員会と相談して行こうと思います。兼子さん、石井

邦夫さん、よろしくお願い致します。

石井邦夫君：前前前回の出席率100％、皆様の協力に感

謝してスマイルします。

仲原実圭君：すみません！早退させていただきます。

　ゴールデンウィークも終わり行

楽で疲れた方、また充分休息さ

れた方など有意義な休みを過

ごされたかと思います。

　５月は気候がよく多くのイベント

や環境整備作業が行われます、

５月３１日と６月１日には水と緑、

花に歴史や文化を融合させた

今日の料理



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

９月27日　　米山晴敏君

１０月１日　　土屋　巧君

９月28日　　兵藤弘昭君

会員誕生日

入会記念日

今日の料理

職業奉仕活動について

インドで最後のポリオ症例が報告されたのは2011年1

月13日。そしてこの度、ポリオ無発生期間が3年間を経

過し、ポリオ撲滅の認定条件が満たされた同国内では、

30年近くに及ぶポリオとの闘いの歴史的勝利を祝い、

全国の主要建造物に「インドからポリオがなくなった（India 

is polio free）」の文字が大々的に美しく映し出されまし

た。インドで3年間ポリオが発生しなかったことにより、東

南アジア地域全体が世界保健機関（WHO）によって「ポ

リオのない地域（polio-free）」として認定されることにな

ります。

今後の課題は、この成功を隣国パキスタンでも実現す

ること。パキスタンは、アフガニスタンとナイジェリアと

ともに、野生ポリオウィルスが未だ常在する3カ国の一

つです。インドのロータリアンは、自国で成功したポリオ

撲滅キャンペーンでの経験や教訓をパキスタンのロー

タリアンに指導するなどして、隣国でのポリオ撲滅に協

力しています。パキスタンでは、イスラム教徒の親が子

供への予防接種を拒絶するという問題も起きており、イ

ンドのイスラム教コミュニティの有力リーダーから支援

を得る上でロータリーが大きな成果を上げたことを知っ

たパキスタンのロータリアンも、ポリオ予防接種に関す

る誤った噂や情報を正すために懸命に活動しています。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

中村　徹君

卓　話（２月２８日）

岡　良森君タラレバからの……"ポリオ"のお話

スマイルボックス

石井喜彦さん：昨日は「澤田稔」さんの祝賀会には格別の

ご配慮をいただきありがとうございました。心より厚く御礼申

し上げます。小生にとっては久方ぶりの同窓会気分を味わ

うことが出来て正に道中を含めて至福の刻でした。深甚な

る感謝を申し上げます。ありがとうございました。ささやかで

すが、感謝とお礼に“場外”よりスマイルいたします。

澤田　稔君：先日の受賞記念パーティーには多数の会員

の皆様にご出席いただき大変感謝しております。

服部光弥君：久し振りのホームクラブです。澤田さん叙勲

おめでとうございます。

土屋　巧君：本日、うちの女子社員のお子さん第1子が誕

生しました。子供を欲しがっていた子なので職場としても大

変喜んでおります。なのでスマイルします。

山本良一君：昨日、道に迷いながらＣテーブル会に参加さ

せていただき、有意義な時間となりました。ありがとうござい

ました。

太田政人君：神戸でニセ医者が話題になりました。灘高→

東大といつわっていました。しかし残念なことにロータリアン

とのこと。安心してください。私はニセ歯科医ではありません。

望月保延君：スマイルが不足しているそうなので少しでも

手助けになればと思い・・・。

Ｃテーブル：昨日はＣテーブル会、お疲れ様でした。久々

に二日酔いです。

石井司人君：早退します。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　兼子悦三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　石井邦夫

　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ研修リーダー　中村徹

議題

1、クラブ定款について

2、クラブ細則について

3、内部規定について

詳細については会員にメールにて配信しました。

1ヶ月の間、ご検討くださるようお願いいたします。

クラブ細則検討委員会

卓話

実行委員長　大房正治君 　前回の卓話で、労働法が変わります。それも会社側のみ

なさんにとって、あまり納得のいかないものになってしまった。

ということを伝えさせていただきました。

実は、この件について少し変わってきそうなのです。どうゆ

う事かというと、みなさんの会社にも、期間を定めて契約し

ている。パート労働者、期間社員、定年後継続勤務され

ている嘱託社員などいらっしゃると思います。その社員達

から、「毎年、毎年、１年間の有期雇用契約を結び更新し

ていますけど、５年を超えるので、今度は無期の契約にし

てください」と言われた。会社は断ることができるか？ご存

じの通り、会社は断ることができなくなったのです。労働契

約法に「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」と

されたからです。無条件で受け入れることになっていった

わけです。

　有期雇用労働者など非正規労働者について改善が求

められていますが、行き過ぎた法律改正であったといわれ

ています。5年超ルール、例外規定はなし、ここが大きな問

題だったのです。特に問題なのが、定年の60歳を迎え、そ

の後65歳まで１年契約の更新をして働いてもらった。ここで

もう１年と66歳まで働いてもらったところ、今度は無期雇用

契約の転換権を請求される。本人が生活に困るからとお

願いされ、それだったらと会社側は、善意のつもりでもう１年

働いてもらったのに、そうしてしまったばっかりに、その後、

無期雇用契約を受け入れなければいけなくなった。こうい

うケースが出てきます。

　定年ってどうなったの？いつまで雇わなければいけないの？

こんな困った法律に昨年改定されたわけです。しかし、こ

こにきてやっぱりというか？でも少し残念というのか？特例

を設ける特別措置法案が出されました。高齢者の取り扱

いについては１部変わってきそうです。この法案には、無期

転換権の特例として2つあります。

①�専門的知識等を有する有期雇用労働者

②�定年に達した後、引き続いて当該事業主に雇用される

有期雇用労働者

この２つの有期雇用労働者については特例を設けるという

ものです。しかし特例を受けるためは、ここにも条件があり

ます。

１、雇用管理に関する措置についての計画を厚生労働大

臣に提出し認定を受けることが条件です。

例えば高齢者については、配置、職務、職場環境に関す

る配慮などの計画を作り、おそらく監督署に提出し、認定

を受けることになります。

２、法案には定年に達した後、引き続いて当該事業主に

雇用される有期雇用労働者になっていますので、他社で

定年退職して、60歳以降入社した社員は除外されないと

いうことです。

　今後法案は審議されていきます。個人的には、定年以

降入社した高齢者も特例とした修正を望んでいますが、

現在の特例法案はこのような状況になっています。

　このように、特例を受けるのにも認定が必要であるなど

面倒ですが、これまでの特例がないよりは、少し実社会に

あったものに修正された気がします。法案が通りましたら、

みなさん、ぜひこの対応お忘れなくしていってください。ち

なみに施行日は、平成27年４月1日の予定です。

　今回のように、このところ有期雇用の労働者について労

働環境が変わってきています。社労士の勉強クループの

委員会報告

記念誌委員会                           委員長　山口辰哉君

　25周年では記念誌を作成しませんが、記念講演会のチラ

シ・ポスターに関してはすでに会員の皆さまにお配りしてあり

ます。今後制作するものとして当日のプログラムがありますが、

それについても準備は整っていますので当委員会は順調

です。

遠藤修弘君

SR-up21、で製作したＤＶＤをご覧ください。製作した後、

法律が改正になっているところがありますが、大きな変更

箇所は、後ほど訂正させていただきます。

ＤＶＤのなかで

●解雇の妥当性、●有期雇用契約の中途解約における

残期間の賃金についてとありましたが、このＤＶＤ製作後、

労働契約法が制定され、解釈が変わっております。

結論から言いますと、有期雇用労働者は、期間の途中に

原則解雇できなくなりました。さらにそれによって期間満了

まで事実上賃金支払い義務が発生してしまうことになった

のです。

労働契約法第17条には「使用者は、期間の定めのある労

働契約についてやむを得ない事由がある場合でなければ、

その契約期間を満了するまでの間において労働者を解雇

することができない。」とはっきり条文になってしまっています。

やむを得ない事由がある場合とは、明確にされていませ

んが、非常に厳しいとされています。この法律は裁判例を

基に制定されたと言われていますが、こんな例があります。

　「有期雇用契約の契約期間中において、いつでも30日

前の書面による予告の上、本件契約を終了することがで

きる旨の記載をした労働契約書により契約を締結した者

に対する契約期間中の解雇について、解雇の理由がや

むを得ない事由に当たるとは認められないとしたものがあ

ります（「モーブッサン・ジャパン事件」平15.4.28東京地裁

判決）。」

この事案では、会社側が、その従業員が業務上作成した

資料に多数の記載ミスがあったことや通話料金を一部会

社に不正請求していたことなどを指摘しましたが、裁判所は、

これらの事情が解雇を根拠付けるやむを得ない事由には

当たらないと判断しています。

有期雇用契約のパートタイマーや契約社員を契約期間

中に辞めていただくには、その理由や合理性については、

通常の解雇のケースよりも、さらに厳密に「合理性」や「社

会通念上の相当な理由」理由を要求されることになりし、

　たんに「受注が低下している」という理由だけでは、「やむ

を得ない事由」とは認められにくいので、解雇するのは難し

いものと思われます。パートタイマーだから・・・契約社員だ

から・・・と安易な感覚で、契約期間途中で解雇しますと、

思わぬトラブルに発展する可能性があります。

　先日、テレビで人手不足になってきている。人を募集し

ても人が集まらない、そのため、休業しているところがある

といっていました。労働市場において、売り手市場になっ

てくれば、労働者の意識や立場も変わってくるでしょう。今

後さらに、有期雇用の実情を理解した、雇用管理が必要

になってくるのではないかいと思います。高齢者の特例法

の対応をすることはもちろんのこと

＜その他対策として最低でも3つ＞

①正社員用の就業規則を適用しないならば有期雇用労

働者用の就業規則を定める（別に定めると記載してあり、

実際には無い。これはまずい。

②安易に有期雇用の更新をしない。更新しても３年以内

にする。

③契約期間満了にて、退職していただく。

契約書には、更新の有無を明示しておくことが必要でしょう。

たとえば、「更新する場合があり得る」、「契約の更新はし

ない」など。

　有期雇用労働者に働いていただく時にはこのようなこと

を意識していかれたらどうでしょうか？



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日
�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時

30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 

太田� 　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 

土屋� 石井邦　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

前年度開催理事役員会報告

クラブ協議会

委員長　小林　勝君社会奉仕委員会

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長兼子悦三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長石井邦夫

　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ研修リーダー　中村徹

議題

1、クラブ定款について

2、クラブ細則について

3、内部規定について

詳細については会員にメールにて配信しました。

1ヶ月の間、ご検討くださるようお願いいたします。  

米山晴敏君：澤田さんの祝賀会が東京であった時にホテ

ルの横で宝くじを買いました。その宝くじが当たりましたの

で利益金をスマイルします。この宝くじは東京都のものな

ので、望月君、東京で換金して来てください。

加藤正幸君：先日、自転車と軽自動車との出会い頭の事

故の第一通報者になり世話をしました。すると1週間過ぎ

た時にけがをした自転車の人からていねいなお礼の電話

をもらいました。名も教えず離れたのに私を捜してくれ連

絡くれました。やはりうれしいものですね。

中村　徹君：4月26日（土）米山梅吉記念館春季例祭に山

本会長、矢岸地区委員、石井邦夫記念館運営委員と参

加してきました。

1、米山奨学会学友会、台湾、韓国、中国、タイ、ネパール、

外モンゴルの紹介が板橋理事長よりありました。

2、東アジアの政治的緊張が続いている中、米山奨学生

資金制度は民間レベルの交流を盛んにして、この緊張を

和らげると自負していました。

3、会場には米山梅吉の3男桂三氏の奥様と「米山梅吉物

語」を英文で翻訳をされたレイチェルさん（イギリス人で、

今はニュージーランド在住）がゲストで来られました。

4、レイチェルさんは1青年が海外生活を体験することは、

その人の人生を劇的に変えることであり、ロータリーの皆さ

んには、米山奨学制度に誇りに持って、支えてほしいとお

話をされました。

5、今回の記念講演は講師に東京オリンピック招致委員

会CEOの水野正人パストガバナーがお話してくださいました。

6、今から7か月前、2013年9月13日、IOC総会でチーム東

京のプレゼンテーション、高円宮妃殿下、佐藤真海さん、

竹田恒和氏、水野正人氏、猪瀬前知事、滝川クリステル

さん、太田雄貴氏、安倍晋三総理大臣のお話の内容を

実況放送してくださいました。

7、�特に印象に残ったのは、当時は福島原発の汚染水流

出事故報道の最中であり、一国の総理が「責任をもってこ

の問題を解決します」と宣言されたことで、会場の雰囲気

が一変したとお話された事でした。

8、�お話が大変お上手な方でロータリーのことなど、深い

お話がたくさんありましたが、秋の館報に掲載されると思い

ますが皆さんには、生（なま）でお話を聞いていただけれ

ばよかったかと思いました。

遠藤修弘君:本日卓話です。しばらくの時間おつきあい下

さい。よろしくお願いします。

宮澤正昭君：遠藤君、卓話が聞けずすみません。用事が

あり早退します。

石井司人君：いい季節です。農作業もはかどります。

兼子悦三君：先週、先々週と連続欠席しました。気持、ス

マイルです。

矢岸貞夫君：所用の為、早退します。

スマイルボックス

クラブ細則検討委員会

久保栄子君

平成２６年５月９日�金曜日� 13時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　小林　勝　　土屋　巧　　杉山　隆

　　　　　　　加藤正幸　山口雅弘

司会者�  　加藤正幸   �  

①２５周年記念式典予算承認の件�    

　・各会員１人当り　１０,０００円の徴収します。�    

　・特別会計より　１,２００,０００円充当します。�    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

第１１回理事役員会報告


