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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

今年度のクラブテーマ
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皆さん今日は。
　本日はお暑い中お越しいただきあり
がとうございます。

　今朝、理事会が開催されまして次の
ようなことが決定しました。
　ガバナー挨拶のビデオレターを毎月
第一例会の点鐘前に放映することにな
りました。
　また、現在事務局は難波さん一人で
回していますが、会員増加に伴い業務
量も増大し事務局職員の募集をするこ
とになりました。
　職業柄、労働契約にあたっては、労
働条件通知書を作成しそれに基づい
て雇用したいと思っています。

　では、お手元の労働条件通知書の
ひな形をご覧いただきながら、スライ
ドをご覧いただき一般的な記載方法を
説明いたします。

1．�労働契約の期間に関する事項です
が、この契約を期間の定めのない
契約にするのか、有期契約にする
のか決めていただきます。

2．�就業場所及び従事すべき業務に関
する事項については、働く場所を
はっきりさせなければなりません。

　���埼玉の会社が北海道の支店で働
かせるのであればその旨を記載し
なければなりません。業務につい
ては、どのような仕事をするのか
を記載します。

3．�始業及び終業の時刻、所定労働
時間を超える労働の有無、休憩時
間、休日、休暇については、１日
８時間労働と記載するだけではだ
めで、�始業時刻は何時から、終業
の時刻は何時までと記載し、休憩
時間、休日についても土曜日・日
曜日等を記載します。

　���休暇については、夏季休暇、冬期
休暇を会社で決めている場合はそ
の日を記載し、労働者の権利であ
る有給休暇の日数についても法律
に基づいて記載します。

4．�賃金の決定、計算及び支払方法、
締切及び支払の時期については、
時給であれば、その時給額、月給
であれば月の金額を記載します。

　なお、上記の事項は法律で明示し
なければならない事項として規定され
ていますので、お手元の労働条件通
知書のとおり記載をお願いします。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 0 8 . 0 1  W E D

　広島県呉市出身、ふじみ野市在住。
　小中学校時代は広島市で過ごし、
父がやっていた麻雀を横目で見て覚え
ていたそうです。
　また、東京へ上京した時のエピソー
ドなどもお話いただきました。

　新潟県南魚沼市生まれ。
　生まれた時は両手に収まるほどの未
熟児だったとのこと。
　学生時代に体験した波瀾万丈なエ
ピソードや、現在の仕事内容について
の貴重なお話をいただきました。

新会員自己紹介
株式会社綜合メデコサービス　

代表取締役　青野壽文 会員

有限会社メディカルＥｇｇ　

専務取締役　足立空也 会員

西日本豪雨災害義捐金 
ご寄付への感謝
皆さまの温かいご支援、
ご協力に感謝申し上げます。
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会　員 48,000 円
クラブより 52,000 円
大宮 RC 100,000 円
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当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

お客様ようこそ。
〈徳山義行・浅野　仁・小林憲樹〉

池谷様ようこそ。
〈遠藤省吾・永嶋良一〉

池谷さんようこそ。9/2岩田さ
んの老人ホームでブロス演奏し
てきます。メインソングは“お
富さん”です。
〈江本尚浩〉

本日、自己紹介をさせていた
だきます。よろしくお願い致
します。
〈足立空也〉

青野会員、足立会員、本日は
卓話ありがとうございます。
〈永嶋良一・浅野　仁・徳山義行・櫻井義
久・飯野耕司・小林義久・山本和保・齋
藤守毅・進藤博司・竹内裕司・小坂良二〉

田中さん、司会ありがとうご
ざいます。
〈徳山義行・齋藤守毅・鈴木俊一・岩瀬
雄一・三浦　守・善行地潔・岩田尚明〉

暑中御見舞申し上げます。
〈岩井良彦〉

モイラさんのお迎えよろしく
お願いします。
〈徳山義行〉

エレクトーンの田中さん、い
つもいつもありがとうござい
ます。
〈徳山義行〉

今日は氷川神社例大祭です。
町中の山車御輿が集合しま
す。午前中行って来ました。
汗ダク !!
〈渋木理俊〉

8月 8日の奉仕プロジェクト、
合同委員会の出席をお願いし
ます。
〈岩﨑　彰〉

米山特別寄付ありがとうござ
いました。
〈大瀧榮壽〉

毎日暑いですネ。
〈関口　茂〉

誕生日祝ありがとうございます。
〈関口　茂〉

氷川神社例大祭に参加し遅刻
いたしました。
〈平田　繁〉

進藤さん、会長ノミニー就任
おめでとうございます。
〈田中康之〉

財団委員会のアンケートお願
い致します。
〈大竹　敦〉

岩崎会員、会社の会長就任お
め出とう御座居ます。
〈飯野耕司〉

小川武士会員、昨日は楽しい
千日会、ありがとうございまし
た。江本直前会長、卓話あり
がとうございました。
〈戸井田修〉

ロータリー手帳を頂きました。
ありがとうございました。
〈花俣秀幸〉

青野さん、私も3年前に腎ガ
ンで16cm切りました。お互
いにガンに負けずにガ・ ・ンばり
ましょう。
〈福島謙二〉

8 月生まれの皆様、おめでと
うございます。
〈兼杉文子〉

先日は娘がお世話になりまし
た。ありがとうございました。
〈矢崎直良〉

みなさま、お誕生日、結婚記
念日おめでとうございます。
〈内藤考三〉

ご協力ありがとうございました。

ニコニコボックスのご報告

次回例会案内

2018 年 8 月 22 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮
※ 2018 年８月 15 日の例会は、休会です8 月1日 第 3099 例会 80 名（76 名） 42 名（55.26%）

7月18日 第 3097 例会 26 名（65 名） 85.53%

8月1日の合計金額 43,000円
（ 8月1日までの累計金額311,000円 ）

「渋沢 栄一の人となりについて」
 渋沢史料館館長　井上 潤 様
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