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2002～2003年度                    (三井住友海上火災保険㈱ 山口恭正氏) 
RI会長 ビチャイ・ラタクル 
 
NO. 1 9 1 1   例会 2002 年 9 月 11 日(水)    次回 9 月 18 日(水) 

 
 

本日のプログラム 
 
点  鐘         幹事報告 

ロータリーソング・四つのテスト   会長挨拶 

ビジター紹介      新世代奉仕フォーラム 

出席報告      (染谷正昭新世代奉仕委員長) 

SAA 報告             ≪次週予告≫ 

諸報告               外部卓話 石川じゅん氏 

 
 
 
2002～2003 年度  会長 田中 正躬    幹事 松村 仁寿 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫ 

〒303-0023 茨城県水海道市宝町 2790 常陽銀行水海道支店内 3F  

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251 



例会報告 No.1910 9 月 4 日（水）晴れ時々くもり  （司会  角田雅宣委員長） 

 

  本例会でのおもな事項 

＊9 月誕生祝        ＊卓話 三井住友海上火災保険㈱ 山口恭正氏 

＊会長挨拶                  

 

ビジター紹介 

三井住友海上火災保険㈱企業・法人開発室次長 山口 恭正殿 

三井住友海上火災保険㈱取手支社長      吉川 正恭殿 

三井住友海上火災保険㈱取手支社副長     桜井 克明殿 

誕生祝 お誕生日おめでとうございます。 

 
☆ 会 員 

古谷 栄一会員 
福田 克比古会員 
根本 恒夫会員 

☆ 配偶者 
長塚会員夫人 
白井会員夫人 

 
左から  根本 ・ 古谷 ・ 福田  各会員 
諸報告 
国際奉仕委員会(五木田利明委員長) 
ツウンバより来年 1月 12日～25日 6名の学生お願いします。また 2月には会員が 2日間水海道に
滞在したいので詳細を教えて欲しいとメールが入りました。 
社会奉仕委員会 (齋藤広巳委員長)  
「ダメ・ゼッタイ運動」の募金お願いします。 

瀬戸隆海会員 
一年交換学生で水海道 RCがホストをしていましたドゥニャの結婚式に、田上会員と出席してきました。 
地区 新世代並びにライラ委員会 秋田政夫委員長 

8月 31日に第一回の実行委員会が開かれ、ホストクラブとして会長・幹事に出席していただきました。 
ライラ・セミナー  開催日時: 11月 22日(金)～24日(日)    会   場: 水海道市 あすなろの里 
になりました。ご協力お願い致します。 
雑誌委員会(白井 豊委員長) 
 ロータリーの友 9月号の紹介・・・今月は新世代月間です。横組みでは、P2「輝く未来は青少年の手に」、
P10 RI会長メッセージ、P28「ロータリーを知ろう」、P54「ご投稿をお待ちしています」 
縦組みでは、P3「外国から見た日本の青少年」、P9「長寿は遺伝か摂生か」、P17「言いたい、聞きたい」 
幹事報告 （松村仁寿幹事） 
週報受理   藤代ＲＣ、岩井ＲＣ、結城ＲＣ、つくば学園 RC 
例会変更通知受理   ・藤代 RC 9月 16日(月) 休会、9月 23日(月) 休会  



会長挨拶  （田中正躬会長） 

三井住友海上火災保険の山口さん、吉川さん、桜井さん、ようこそお見えになりました。会員

一同心よりご歓迎申し上げます。 

9 月は新世代月間です。今年も秋田政夫会員が地区の新世代並びにライラ委員長になっており、

そのため本年も「あすなろの里」でライラ・セミナーを開催する予定になっております。11 月 22

～24 日の 3日間で予定されているそうです。詳細については後ほど説明があると思いますが、会

員の皆さんには宜しくご協力の程お願いいたします。 

 前回 40 周年記念の実行委員長に青木全弘パスト会長にお願いする、と発表させて頂きましたが、

その他の委員長には週報に記載のとおりお願いいたします。 

 1999 年の交換学生として、水海道にステイしていたドゥニャの結婚式に先月 25 日からドイツ

にいってこられた田上会員と瀬戸会員が一昨日帰国されました。真にご苦労様でした。後程お土

産話を聞かせてほしいと思います。 

 昨日は青年会議所の総会に出席して参りました。正直、若さが違うなと実感しましたが、奉仕

にかける意気込みはロータリーも負けていないと強調してきました。今年は卒業生はいないとい

うことでしたが、卒業生のロータリー入会を強くお願いしてきました。来年はロータリーの地区

大会に相当する、総会が水海道主催で行われるそうで熱気が感じられました。 

 文部科学省の研究班の全国調査によりますと、精神的なストレスが多い中高年の女性は、少な

い女性に比べ、脳卒中や心筋梗塞などで死亡する確率が 2 倍も高いそうです。この調査は、1988

年から 1990 年にかけて、全国 45 地域の当時 40～79 歳の男女を対象に女性 4 万 3000 人、男性 3

万人について、1997 年まで追跡して死亡者の死因を調べたものです。「男女ともストレスを溜め

込まず早めに友達や専門家に相談したり、趣味などで気分転換することが大事」と話しておりま

す。 

 

齋藤会員から山口氏の紹介 

中堅・中小企業、学校法人、医療法人などに対する経営コンサルティング業務を

担当。中小企業診断士、社会保険労務士。著作「調剤薬局の効果的な資金調達」

企業診断(同友館)、2000 年 3 月号。「診療報酬債権証券化による資金調達の方法

と実際」日経ヘルスケア 21(日経 BP 社)、2001 年 10 月号。「経営施策の一助とし

ての営利法人の設立」(私学経営研究会)、2002 年 6 月号など。 

卓 話 三井住友海上火災保険㈱ 山口恭
やす

正
まさ

氏 

私の仕事は、中小企業の経営者の皆様に賃金体系の見直し、就業規則の見直し、これからお話

をします助成金の申請のお手伝いをしております。 

通常助成金の申請につきましては、社会保険労務士がお手伝いをしております。二つ助成金につ

きましては具体的なやりかたを提案しております。 

一つは皆様の会社で助成金の申請をやってみよう。もう一つは社会保険労務士を紹介してほしい

ということであれば助成金の申請を専門にやっております社会保険労務士をご紹介します。その

ときは国から頂いた助成金の二割くらいを報酬としてお支払いいただくことになります。 

 

 



「厚生労働省助成金」    どんな助成金を受給できるのか 

 

創業や異業種進出を行い、外部から人を雇い入れるとき  これから介護の新サービスを行う企業が従業員を 

                            雇い入れるとき 

    中小企業雇用創出助成金 

                                 介護雇用創出助成金 

・雇い入れた労働者(8 人まで)の賃金を 1/4 を半年間助成 

・雇用管理制度の改善を図る事業(就業規則の策定に    ・雇い入れた労働者(一般・・6人まで、短時間だけ 

かかわる相談、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの なら 12 人まで)の賃金の 1/2(短時間 1/3)を 1 年間 

作成など)にかかった費用の 1/3(100 万円が限度)     助成         ・・・・・・・・・等 

＊教育費用およびその間の賃金等の 1/2           

 

定年に達した社員を、61 歳以上の年齢まで継続して      従業員に、研修・教育などを受講させるとき 

雇用する制度を導入したとき 

         キャリア形成促進助成金 

   継続雇用制度奨励金(第 1 種第 1 号)         

                                                       訓練給付金 

定年の引き上げ、勤務延長、再雇用、出向などの制度     1 コース 10 時間以上の職業訓練を行った場合。 

により、希望者全員を 61 歳以上まで雇用         ■講師謝金等運営費、入学料受講料等派遣費 

(65 歳に定年を延長した場合)               ■職業訓練中の労働者の賃金等  

 

出席報告  （古谷栄一委員長） 

会 員 総 数 出 席 者 数 欠 席 者 数 賜   暇 メ ー ク 

５４名 ４５名 ９名 ２名 ２名 

出席率 ８７．０３％ 

ニコニコボックス (武藤康之委員長) 

誕生祝の御礼 会員(古谷・福田・根本各会員)、

ご夫人(長塚・白井 各会員) 

大変お世話になりました。お蔭様で 8月をもち

ましてガバナー事務所も終わりました。今後と

も宜しくお願いします。 北村(仁)会員 

直前ガバナー事務所 8 月一杯で片付けが終わ

りました。2年間ありがとうございました。 

鈴木(豊)会員 

今月も皆様宜しくお願いします。 

松村・角田 各会員 

この度水海道 RC40 周年記念事業の実行委員長

をおおせつかりました。皆様、ご指導とご協力

を宜しくお願い致します。   青木(全)会員 

ライラ・セミナーへのご協力お願いいたします。 

秋田会員 

ドゥニャの結婚式に行ってきました。  

瀬戸会員 

ツウンバからのメッセージを翻訳いただきあ

りがとうございます。      熊谷会員 

ご心配をおかけしました。今月から復帰します

ので宜しくお願いいたします。  大串会員 

永らく休みました。       笠原会員 

子供が先週食い逃げしました。すみません。 

五木田会員 

入金計 ￥７２,０００  累 計 ￥６２０,０００
会報委員会   委員長 山崎善市   副委員長 竹村菊雄    委員 砂長 治 


