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■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：中井 眞一郎 

■ 会長：友野 政彦 幹事：西山 祐三  

■ 例会日：木曜日 12：30～13：30   

■ 例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケット・ホール
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＜今月のお祝い＞ 

＜５月プログラム＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第３グループガバナー補佐  室伏 秀樹 様 

飯能ロータリークラブ    沢辺 瀞壱 様 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

桜が満開です。桜には数百品種あるそうですが、

私たちが目にする桜の多くはソメイヨシノです。

この桜は葉よりも花が先に咲きその満開ぶりが

美しいこと、そろって咲き一斉に散ることが好ま

れて、今では日本のあらゆるところに在ります。

桜の開花予想もソメイヨシノについてのもので

す。ソメイヨシノは種子を作って子孫を残すこと

は出来ません。なぜかと言えば江戸時代にエドヒ

ガンとオオシマザクラを交配させて作った（自然

交配の可能性もあります）一代雑種だからです。

動物でもヒョウとライオンの一代雑種レオポン

は繁殖力がありませんでした。しかし、植物であ

るソメイヨシノは挿し木や接ぎ木によって簡単

に増やす事が出来ます。近頃ＳＴＡＰ細胞の騒動

がありましたが、人やマウスのような高等動物は 

ともかく、植物では「万能細胞」など当たり前な

のです。そして挿し木や接ぎ木はクローン化であ

り、ソメイヨシノは全てクローンで、おそらくは

たった一本の木に由来するのではないかと言わ

れています。それ故に近い将来全てのソメイヨシ

ノは細胞の分裂限界を迎え、一斉に枯れるのでは

ないかとの説があります。春に花見が出来なくな

るのは寂しい限りです。ソメイヨシノのもう一つ

の特徴は老大木が無いことです。エドヒガンなど

は千年位生きるのにソメイヨシノの寿命はせい

ぜい７0～80 年で、理由はわかっていません。 

 昨日、国際司法裁判所において、オーストラリ

ア政府が日本の南極海で行っている調査捕鯨を

違法として起した裁判で、日本政府が敗訴。これ

によって南極海で捕鯨を継続する事は難しくな

りました。しかし南極海に生息するミンククジラ

は 50 万頭以上と推計され、70 億の人口を支える

食料資源として持続可能な捕鯨は合理的だと思

えます。又、根底にある｢鯨を殺して食べること

自体許せない｣と言う感情について言えば、絶滅

が心配される稀少種でない限りにおいて、どの動

物は食べてよくどれは食べるべきではないなど

と言う議論は全く不毛なものです。因みに私は野

生のカンガルーを食べる方が違和感を覚えます。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 10 回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.5 月・6月のプログラムについて 

2.環境保全支援運動・寺子屋支援の件 

3.環境フェア協賛金の件 

4.入間市ゴルフ協会・国際交流協会年会費納入 

5.来年度、委託契約書締結の件   以上承認 

＜報告事項＞ 

1.4/20地区研修協議会（東洋大川越キャンパス） 

2.5/15 中井年度第 3回懇親会 

3.4/10（木）入間基地観桜会 

4.4/21（月）入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会 

5.4/25（金）入間市国際協会第 1回理事会 

婦人誕生日 
豊田恵子様 新井馨様 
宮崎洋子様 中澤好子様 

結婚記念日 
友野政彦君 齋藤金作君 
粕谷康彦君 晝間和弘君 
中澤孝芳君 

 当番 内 容 

1 日  
クラブ定款第6条1節(C)により

例会取り止め 

8 日 山根 会員卓話 趣味の話      

15 日 吉永 会員卓話 趣味の話 

22 日  日帰り美術館めぐり 

29 日 吉沢 
会員卓話 10 年以上の会員 

｢改めて振返るロータリーと私｣
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6.5/ 7（水）狭山、入間市暴力排除推進協議会 

7.5/17（土）入間市環境まちづくり会議 

8.中井ガバナーからのパブリックコメント事項 

9.来週の例会はさくら草ホールに変更 

10.4/22（火）現新理事会開催（場所;やまき） 

 

●委員長報告  

ロータリー情報委員会    山岸義弘委員長 

新しいロータリー情報冊子の案内と申込表を

回覧いたします。尚、4月と 5月の申込みでは料

金が違っておりますのでご注意ください。 

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

4 月は雑誌月間です。｢ロータリーの友｣電子版

は、本年 1 月中旬にスタートし、『ロータリーの

友』のホームページから見ることができます。わ

がまち・・そしてロータリーは、香川県宇多津町

です。友愛の広場の漢民線の話は興味をひきます。 

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

 5 月のプログラムは表記の通りです。6 月 5 日

は第 6 回クラブ協議会、12 日は五大奉仕委員長

事業報告、19 日は会長・幹事・ＳＡＡ挨拶、26

日最終夜間例会となっております。 

地域発展委員会       大野賢次委員長 

 防犯灯の設置が終わりました。産業文化センタ

ーに 2 器。「贈呈マーク入間ロータリークラブ」

のステッカーを貼り付けます。又、親睦、プログ

ラム、会長、幹事、エレクト、クラブ奉仕委員、

合同で 4/10 に｢与へい｣にて家庭集会を行います。 

 

＜出席報告＞         木下登出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 31 名 77.5％ 75.0% 

事前欠席連絡 3 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

室伏秀樹様～お世話になります。あと 3か月です。

友野政彦君、西山祐三君、加藤国夫君、平岡達也

君、細淵克則君、岩崎茂君、豊田義継君、馬路宏

樹君、晝間和弘君～室伏ガバナー補佐、沢辺様よ

うこそ。田中快枝君～本日職業紹介の話をさせて

頂きます。岩崎茂君、関根靖郎君～早退します。 

本日\42,000    累計\771,000 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 4月号 
② ガバナー月信 Vol.10 
③ 国際交流 NEWS №.88 
④ RI2570 地区派遣学生 2月月次報告書 
⑤ 4/30 メーキャップへのお誘い(飯能 RC へ) 
⑥ 入間市環境まちづくり会議会報 Vol.24 
⑦ 入間ゴルフ協会第 24 回大会申込書 
⑧ 5/22 日帰り美術館出欠表 
⑨ 新しいロータリー情報冊子のご案内と申込表 
⑩ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 
⑪ 週報 36,37 号 

■■■職業紹介スピーチ■■■ 

田中快枝会員   （職業分類：社会保険労務士) 

私の仕事は「社会保険労務士」

です。企業に社員が入社、退社時

の社会保険及び雇用保険の手続

き、また、給与計算、就業規則の

作成など人事関係のことを行っ

ています。 

今回はここ数年の労働基準監督署及び年金事務

所の調査についてお話し致します。労働基準監督

署の調査は通常、突然にやってきます。就業規則、

賃金台帳、タイムカード、協定書(変形労働の場

合はその協定書など）類を見せます。一例をとし

て、システムエンジニア、編集等自分の裁量によ

り業務を行える裁量労働を提出していた会社で

は、残業代を支払わなくても良いと考えていまし

たが、監督官によるとその他の業務も兼ねている

場合には裁量労働には当たらないとの事でした。

この監査を受けた会社はシステムの開発以外の、

保守やメンテナンス業務が裁量労働には該当し

ない為、2ヶ月遡り残業代を支払う様に言われま

した。又、「是正報告書」を受け取った場合は期

限内に提出する事に努めます。 

年金事務所の調査は、日時の指定を受け、賃金

台帳、タイムカード、所得税の納付書などをもっ

ていき、社会保険に加入しなければならない人が

漏れていないかを見ています。同じ就業時間なの

に社会保険に加入している人とそうでない人が

いる場合も指摘をうけます。 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 

「民生委員と介護保険制度」   木下登会員 

本日は民生委員・児童委員に

ついてお話しさせて頂きます。

入間市に民生･児童委員は、251

名。9地区の各地区では、生活

環境等の違いがあり、それぞれ

の特色を生かした活動を行っ

ています。入間市の高齢化率は 3 月 1 日現在で

23.6％になり、間もなく４人に一人が高齢者にな

ります。民生委員の活動で特に注意をしている事

は児童の非行・虐待、高齢者一人住まいの見守り、

高齢者の交通事故、振り込め詐欺等です。 

次に必ずお世話になる介護保険制度を話しま

す。介護保険の利用は６５歳以上の人で市町村の

窓口に1,申請 2,介護認定(訪問調査)3.介護認定

審査会(二次判定）4.介護を必要とする度合(要介

護状態区分）が認定 5,認定結果の通知 6,ケアプ

ランや介護予防ケアプラン作成 7,介護サービス

6種類『①在宅サービス②訪問を受けて利用③居

宅での暮らしを支える④短期間入所⑤在宅に近

い暮らし(特定施設入居生活介護)⑥施設サービ

ス(介護老人福祉施設等)』から自分に必要なサー

ビスを組み合わせて利用できます。 

皆様はとても元気ですが、介護保険に御世話に

なる予備軍です。病気にならない様に注意下さい。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 


