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皆さん、あらためましてこん
にちは。今日は、髙橋会長以下
８名が国際奉仕でラオス訪問に
行かれています。会長代行は小
沢副会長が行う予定でしたが、
土曜日39度以上の熱が出てどう
やらインフルエンザということでお休みです。急
遽、私が行うことになりました。久しぶりの会長
挨拶で少し緊張しています。
先週の例会のあとから大変な大雪になりました。
皆さん大丈夫でしたでしょうか？そんななか、23
日には大竹先輩のロータリー加入５０年、９１歳
のお誕生日のお祝い、石三会員の傘寿の祝いが行
われました。５０名近くの会員が駆け付けました。
なんといっても５０年のロータリアンの経験はす
ばらしい。我々にこれからも多くのことを教えて
いただきたくお願いします。
また、２６日には新入会員の歓迎会が行われま
した。新入会員１７人が参加して、歓迎する側は
３２人でした。清水ガバナー補佐の挨拶のなかに、
自分の会員のナンバーは８番だけど自分よりベテ
ランが６人いらしている、とおっしゃっていまし
た。古くからのベテラン会員があたらしい会員を
気持ちよく迎えるという大宮西クラブの良き伝統
の表れだと思います。
今日はお客様で、インターアクトの埼玉栄高校
の奥教頭と３月に韓国訪問される細田さんがいら
しています。韓国では貴重な経験をしてきていた
だきたいと思います。
また、埼玉労働局職業安定部長 大塚陽太郎様
に 最 近の 雇用 情勢 や期 限の 差し 迫っ た無 期転 換
ルールについて卓話をいただきます。
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来月入会予定のメディカル･ケア･サービス株式会
社の山本社長がオブザーバーでいらしています。来
月からのロータリーライフを楽しんでいただければ
と思います。
今日は突然の代行の代行で準備不足でした。今日
一日よろしくお願いいたします。

お客様ご紹介

新井清太 会長エレクト

厚生労働省埼玉労働局職業安定部長
大塚陽太郎

様

埼玉栄高等学校
インターアクト顧問 奥 章 教頭先生
埼玉栄高等学校
1年生 細田乃衣瑠さん
三光ソフランホールディングスグループ
メディカル・ケア・サービス株式会社
代表取締役社長 山本教雄 様

左から青少年奉仕部門委員長 伊田雄二郎会員、
埼玉栄高校 奥 章 教頭先生、埼玉栄高校生徒
細田乃衣瑠様、インターアクト委員長 高橋真貴子
会員、染谷義一幹事

左から胡 平 会員、
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ山本教雄様、
染谷義一幹事

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
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あらためまして、こんにちは。
今日は来たる2月19日のインターシティミー
ティングに人生の転機もしくは生き様の再確認、
それぞれの立場で当日の行徳哲男先生のお話を
伺う事ができますので、成人教育の一つとして
どうぞお考え頂きたいと存じます。

卓話

高橋真貴子 委員長
田口修身 会員
埼玉栄高等学校
埼玉栄高等学校1
学校1年生
細田乃衣瑠
細田乃衣瑠さん(
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と新井清太 会長ｴﾚｸﾄ

幹事報告

幹事 染谷義一
◆本日は髙橋会長以下8名の方がラオスへ国際支援
事業で出発されました。
現地におきまして、予定通りの事業が執り行われ
無事お帰りになることを願っております。
◆本日は埼玉栄高校、顧問の奥 章様、埼玉栄高校1
年生の細田乃衣瑠さん、ようこそお越しいただき
ました。
インターアクト海外研修、3月24日～5泊6日の訪
韓です。国際交流が実り多きものになればと思っ
ております。
◆メディカル・ケア・サービス株式会社 代表取締
役社長 山本教雄様ようこそお越しいただきまし
た。ご入会お待ちしております。
◆本日の例会は厚生労働省 埼玉労働局 職業安定部
長 大塚陽太郎 様に卓話を頂きます。宜しくお願
い致します。また、田口パスト会長におかれまし
て、社会保険労務士としての立場から5分ほ
ど 「2018年問題」につきましてレクチャーを頂き
ます。
◆インフルエンザが大変流行っておりますので皆様
どうぞご注意頂きまして健康にご留意くださいま
せ。

今日は、私の職業の一つである社会保険労務士
の労務管理の分野の問題です。私にとっては職業
奉仕に当たります。
先週から始まった国会の冒頭の安倍首相の演説
に「働き方改革」というのがありました。「非正
規」という言葉をなくしたい。
正規労働・非正規労働という言葉が最近使われ
ています。派遣社員とか契約社員という言葉が使
われ始めて３０年くらいになるでしょうか？４０
年前私がサラリーマンをスタートしたときには無
かったように思います。
いろいろな働き方があるというニーズや労務コ
ストが軽減できるという経営者側のニーズとマッ
チして非正規の働き方が大きなシェアを持つよう
になっています。これが進んできた結果、正規・
非正規の格差が大きくなり社会問題化してきまし
た。
社員の取り分、分配されるお給料が減るという
ことを意味しています。いろいろな働き方がある
といいながらも、望まず、非正規といわれる有期
雇用についている人も多い。
そこで、有期契約労働者の雇用の安定を図るた
めに平成２５年４月に改正労働契約法が施行され
ました。
これは有期労働契約を通算して５年を超える場
合、労働者の申込で期間の定めのない無期労働契
約に転換できるというルールです。
従って、３０年４月以降、即ち今年の４月以降
向き労働契約になりたいという申込が発生します。

対 象 と な る の は契 約 社 員・ ア ル バ イ ト・ パー
ト・派遣社員・定年後の嘱託社員などの高齢の
方も対象です。
これを受けて会社がやらなければならないこ
とが多くあります。
まず、５年になるから簡単に雇い止めしてし
まおうということは、「雇止めの法理」から無
効といわれています。対象者が出そうだからと
いっても出来ない。
無期転換後の労働条件を見直し就業規則の整
備などです。
定年後に引き続き雇用されている期間につい
ては無期転換申込権が発生しないなどの特例も
設けられています。2種の申請などです。
就業規則の整備や特例の申請などの具体的な
仕事は私どもの仕事です。

写真左から藤池誠治会員、
写真左から藤池誠治会員、卓話頂きました
大塚陽太郎様、
大塚陽太郎様、染谷義一幹事

ロータリーの目的
新都心の労働局の16階はこの特例を受け付け
ているところですが、活況を呈しています。そ
の忙しいなか今日は大塚部長に時間を取ってい
ただきありがとうございます。

本日のリーダー：
小島 徹 会員

ゲスト卓話
四つのテスト
卓話者ご
卓話者ご紹介
本日のリーダー：
横溝一樹 会員
藤池誠治 会員

厚生労働省埼玉労働局
職業安定部長
大塚陽太郎 様
『求人・求職の状況と対応方策について』（２０
１８年問題)資料をいただき、パワーポイントにて
ご講話頂きました。

『在籍50年、傘寿のお祝い』の会
第二部
平成30年1月23日(火) ＰＭ6：00～ パレスホテル大宮 4階ローズルーム

懇親会
発起人
林
正会員
清水恒信会員
中村雅之会員
髙橋秀樹会員

大竹庄藏会員
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在籍50年
50年(満91歳
91歳)

石三重則会員
本年5
本年5月21日満
21日満80
日満80歳
80歳

新会員歓迎会
第二部
平成30年1月26日(金) ＰＭ6：30～ パレスホテル大宮 4階ローズルーム

懇親会

乾杯！

新会員：
柚木 馨、荒井理人、青木 陽、大川正勝、野口 裕、胡 平、久保
浩、北川敏也、岡部 勉、小熊 一、吉見 寛、井上巨望、瀬戸本一
雄、廿野幸一、風岡淳一、本岡雅彦、坂原 一、多胡 彰、関根正
也、櫻井一光、鈴木庶夫、小林又次郎、藤波大地、森田孝和、配
島信恵、各会員 25名

