
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1511回 （本年度第 6回）例会 

令和 3年 9月 16日（木）ZOOM 併用 早朝例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：菅野会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、都倉会員、徳安会員 
    上野会員 
     

お客様紹介    

☆第 2 グループガバナー補佐 
 市川 功一様（川崎中原 RC）  
☆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC）   

 

 

 

クラブ協議会  
 
市川功一ガバナー補佐よりご挨拶を頂いた後、 
会長の進行により、各委員会の活動計画や今後
の予定などについてご報告いただきました。 
 
◇宮崎 玲児 会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇小泉 正博 副会長・クラブ奉仕委員長  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

◇出席・親睦委員会 内藤松雄委員長 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇クラブ会報委員会 神谷 直 委員長 

 

ZOOM 参加 

 

 

 

 
 

◇プログラム委員会 徳安久是委員長 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １４名 １０名 ６６.６７％ 

前々回(8月 19日) 欠席 11名 Make up 2 名 ７３.９１％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2021～2022 
 

 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ 
 
「 体を起こそう！ 」 

宮崎会長 労務管理ワンポイント 
労使協定について  
労使協定とは、言い方に語弊があるかもしれませ
んが、法律を破っても良いという免罪符のような
ものである。 
 
労使協定は多々あるのですが、よく知られている
労使協定に 36 協定（時間外・休日労働に関する
労使協定）があります。（労基法 36 条に関する協
定なので 36 協定といいます） 
 
36 協定を例にお話しすると、 
労働基準法では 1 日 8 時間、1 週間 40 時間を超
えて労働してはいけないことになっています。 
それでは残業や休日出勤ができません。 
そこで労働者代表と、法律上の労働時間を超えて
残業や休日出勤をしても良いという協定を結ぶ
のです。 
この協定を結んで初めて残業が可能になります。 
労使協定を結ばずに 1日 8 時間を超えて残業させ
たりしたら労働基準法違反になります。 
（この場合、6 か月以下の懲役又は 30 万円以下
の罰金） 
経営者の皆様ご注意ください。 



ガバナー補佐としてのご出席のほか 
下記委員会委員長としてもご発言頂きました。  
◇会員増強・職業分類・会員選考委員会 
研修・雑誌・広報委員会 市川 功一 委員長 

 

 

 

 

 

 
   

◇クラブ活性化委員会 小林正樹委員長 
◇職業奉仕委員会   小泉正博副委員長 
◇社会奉仕委員会   藤村伸一委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◇国際奉仕委員会 若狭滋則委員長 

◇青少年奉仕委員会 井元 雄一委員長        
 

 

 

 

 

 
 
◇ 神林 久雄 会計 

◇ 小林 正樹 ＳＡＡ 

◇ 江口  進 幹事 
 

大羽会員・河西会員・下條会員・今井会員からも
一言ずつお話いただきました。 
 
ニコニコ報告      

◆第 2グループガバナー補佐 
 市川功一様（川崎中原 RC） 
 今日はガバナー補佐として、クラブ協議会に参加
させて頂きますのでよろしくお願いいたします。  

◆川崎鷺沼 RC小川 湧三様 
 おはようございます。 
ニコニコで参加させていただきます。  

◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
非常事態宣言延長になり、なかなかいい方向に行き
ませんが、引き続き対策し気を付けていきましょう。。  

◆河西俊市朗会員 
 よろしくお願い致します。   
◆SAA一同 
本日は、市川ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協
議会です。皆様から活発なご意見を頂きながら勉強
をしていきましょう。   

◆「みんなニコニコ」 

小泉 正博会員・江口 進会員・藤村 伸一会員 

親睦委員会 

 

会長報告 宮崎 玲児 会長（１０月７日） 
 
１．第 3回 第 2グループ会長・幹事会のご案内が届い

ております。（幹事クラブ：鷺沼 RC） 
  2021年 10月 13日(水)15：00から ホテルＫＳＰ 
   
幹事報告 江口  進 幹事（１０月７日）  
１．地区からの来信 

①地区大会のご案内 ※パンフレットポスティング 

会場：パシフィコ横浜（対象者のみ）と YouTube 配 

信によるハイブリッドにて開催 登録料 8，000 円/人 

会場参加対象者 

11 月 26 日(金) 会長・幹事・女性会員（女性会員任意） 

11 月 27 日(土) 会長･幹事･選挙人･地区関係者(PG･ 

 GE･GN･地区役員･ガバナー補佐･地区委員長) 
 

②オンラインＲＬＩパート１ 開催のご案内  

2021 年 12 月 19 日(日) 9：00-17：00  

※現年度ならびに次年度の会長・幹事には、是非 

ご参加いただきたいとの事です。 
 

③地区公共イメージ向上委員会が、ＲＩの基準に則った 

 各クラブのロータリーロゴを作成しお送りくださる
との事です。ロータリークラブの発行物、奉仕活動用
の用品、ＨＰ等にご活用下さいとの事です。 
 

２．ＲＩ日本事務局より、2021 年 10 月のロータリー
レートは､１ドル＝112 円との連絡がきております。 

 
３．川崎 RC より 70 周年記念誌をお送り頂きました。 

  
４．他クラブ会報の回覧 
 
５．他クラブ例会臨時変更 

●新川崎 RC  

10 月 6 日(水)   移動例会「香蘭」 点鐘 17：30 

10 月 13 日･20 日･27 日(水) 休会  
●川崎中 RC 10 月 12 日(火) 休会 

●川崎とどろき RC 10 月 18 日･25 日(月) 休会 

●川崎大師 RC 10 月 20 日(水) 休会  

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 10 月 21 日(木) 休会 

●川崎高津 RC  

10 月 21 日(木)   通常例会 ＫＳＰ 点鐘 12：30  

●川崎西 RC 10 月 29 日(金) 休会 

ニコニコボックス 本日 14,000 円 累計 80,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 25,000 円 

例会情報   
１０月 ７日(木) 点鐘 12：30 
 ガバナー公式訪問 卓話：小倉 正ガバナー   
１０月２１日(木) 点鐘 7：15  
 卓話：米山奨学生 エンクトル・ビルグーン様  
１１月 ４日(木) 点鐘 12：30  
 社会奉仕クラブフォーラム  
１１月１８日(木) 点鐘 12：30 ※昼例会に変更 
 卓話：川崎市長 福田 紀彦様 


