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第 58巻第 22号 通巻第 2755号 

第 2769回 例会 

2017年（平成 29年）2月 28日 
12:30点鐘 東金商工会館 4階 例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

小林 信雄 会長 

「それでこそロータリー」 

秋葉 芳秀 幹事 

かくじゅう 

小林 信雄 会長 

秋葉  芳秀 幹事 

藤本 晴枝 （事務局） 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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理事会報告 
報告事項 
１．第 6分区ＩＭ:承認 
協議事項 
２．東金ＲＣ細則の変更：継続審議 

会長挨拶 

小林 信雄 会長 
春らしい陽気の日があるかと思うと、急に突

風が舞い立ち真冬に戻ったような寒い日もあり、
天候が激しく変化しますので皆様お体には十分
気を付けてください。 
本日は、2 月に入って初めての例会となりま

したが、2 月 2 日には東金ビューＲＣの創立記
念例会があり、4 日には千葉カンデオンホテル
において財団補助金セミナーがありました。委
員長と会長・幹事三名で出席して参りました。
補助金をどんどん使ってくださいとのことでし
た。クラブから次年度補助金申請を担当委員長
にお願いします。 
そして 2月 15日には、茂原の日本メディカル

トレーニングセンターにおいてＩＭがありまし
た。大変有意義なお話を聴くことが出来ました。
お疲れ様でした。 
さて、2 月もあと 2 週間を残すところとなり

ました。この頃になりますと事業経営者にとっ
て目を離すことのできない賃金の労使交渉が始
まります。調査機関の資料によると①経済の好

循環を政府としてはめざし、消費拡大を導く賃
上げを要請しております②米大統領トランプ現
象（株価上昇）などもあってベア実施企業も現
れています。厚生労働省による調査では主要企
業における賃上げ率は、3年連続で 2％超えにな
っています。 

2017年についても政府は経済界に賃上げを要
請しています。ただ、日本の経済は足元で少し
持ち直しの兆しがみられるものの、企業業績は
悪化しているとまで言い切れませんが、景気の
先行き不透明であろうと思っております。企業
の成長戦略を描けない時代になっている事と、
株式だけが独り歩きをしている、私個人として
はそのように見ておりますが、いかがでしょう
か。 
このような中で賃金交渉は労使それぞれどの

ようなスタンスで臨むのか関心がもたれるとこ
ろであります。2017年の見通しは、平均賃金で
6,332円、2.00％と予想している。昨年度実数を
みますと 6,639円、2.14％ですから、昨年よりは
下回ります。いずれにしても、2％台に乗るもの
と予測していますが。調整機関の資料を見てみ
ますと、労使の差額 51円、0.01ポイント、世間
一般の人が望ましいと思う賃上げ 8,466 円、
2.68％ぐらいあげれば消費は活力が付くのだと
いう数字です。メイデイまでは何とか決着・定
着するでしょうか。 
ＲＩクラブメンバーの皆様方の自社における

今年度の定期昇給、ベースアップを実施するか
どうか、夏季賞与の見通しについても参考とし
ていただきたいと思います。ベースアップは中
小企業で比較的多いですが、大企業ではあまり
ないようです。全体の 8～9％の企業が、ベース
アップをするようです。夏季賞与については、
６割の企業が昨年と同程度とのことです。 

第 2768回 例会の記録<2月 21日＞ 
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幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 

〇ロータリー手帳 1 冊 600 円の注文が来ており
ます。ご希望の方は事務局にお申込み下さい 

〇6 月にアトランタの国際大会があります。お
出かけの方は事務局にお申し込み下さい 

〇2月 15日に長柄町の日本メディカルトレーニ
ングセンターでＩＭがあり、東金ＲＣからは
10名が参加しました 

〇2月 28日の卓話は事務局の藤本晴枝さんです 

誕生お祝い 

渋谷 章男 会員 

結婚記念祝い 

（左から）秋葉芳秀 幹事、小林信雄 会長、 

      菅原實 会員、渋谷章男 会員 

スピーチ 

秋葉 芳秀 幹事 
先ほど理事会をいたしまして、今後の方向性

について私から提案をさせていただきました。
これからお話しいたします提案は、会員増強が
主たる目的です。17名というのはぎりぎりです。
もうすぐ創立 60周年を迎えるわけで、何が何で
もメンバーを増やすしかありません。そのため
の具体的な方策として考えました。 

出席率  2月２１日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１７名 ８８．２４％ １，２６０円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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ニューメンバーズサービス委員会 

細則第 8 条の第 3 節「会長は理事会の承認の
元に、特定分野を担当する次の小委員会を設置
するものとする」とあります。特定分野は 4つ、
クラブ管理運営委員会、会員増強委員会、広報
委員会、親睦活動委員会と例示があります。こ
の会員増強委員会を「ニューメンバーズサービ
ス委員会」と名称を変更したいと考えました。
委員会の名称を変更し、雰囲気を一新、増強し
た後の 2 年間はニューメンバーという位置づけ
で、我々先輩がフォローしなきゃという思いも
入っております。 
委員長・副委員長を作り、委員長には他の委

員会等々と連携を図りながら、入会後の会員の
フォロー活動を継続的に行ってもらいたいと。
当然、会長も幹事も一緒にですが、委員長に旗
を振ってもらって、親睦行事、メイキャップ、
研修セミナーの同行、事業所への訪問など、新
しい会員がロータリークラブの価値を認め、育
つための手掛かりとして提案させていただきま
した。クラブの皆さんにも「なるほど、こうい
う方向に行くんだな」ということを理解しても
らって、会員増強のためにいろいろと動いても
らいたい、ということです。 

入会金と年会費 

細則 6 条第 1 節「入会金は 3 万円とし、入会
承認に先立って納入する」とあります。これを
半額の「15,000 円とし、入会時に会費と併せて
納入する」と。 
細則第 6 条 2 節「会費は年額 208,000 円とす

る。」となっています。そこに但し書きをつけて
「ただし、ニューメンバーサービス委員会に所
属する新入会員は入会日から 2 年間は年額
104,000 円とする。」と。年度の途中の入会は月

割計算になります。新しい会員が入りやすい条
件整備をするということです。 
現在、国際ロータリーに払う人頭分担金、地

区分担金、米山通常寄付、ＩＭ分担金、機関誌
購読料、通常の食事代など会員の頭数で出せる
金額の合計が年間 84,900円になります。会費を
104,000 円とするとクラブの運営にかかる費用
はここから出せません。会費の額を下げること
で一番の課題である新入会員の獲得の手助けに
したいと思います。 

名誉会員 

東金市長、山武市長、九十九里町長の三名に
要請をしようと考えています。地域の中にある
ロータリークラブですから、行政と離れること
が出来ません。新たな会員を迎え入れるために
も、首長さんの理解と協力が欠かせないと思っ
ております。これも目的は会員増強です。高所
からご助言をいただく機会を得たいという期待
もあります。 
これから決議も必要でしょうし、地区の方に

協議・確認することも出てきます。これから 3
月以降、いろいろなご意見を伺いながら、5 月
頃には良い着地点を見つけ、活動計画書に整合
性が取れるように反映したいと思います。どう
ぞご検討ください。 

（このあと質疑応答がありましたが、紙面の都合上 割愛
させていただきました） 

 ニコニコ BOX 
〇新製品展示会に大勢のお客様にお越しいた

だきました。       菅原實 会員 

〇お祝いいただきありがとうございます。 

渋谷章男 会員 
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