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ようこそお客さま 

結城商工会議所 柴 千尋様 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

柴千尋様におかれましては大変お忙しいところお出か

け下さいまして有難うございました。本日は「ジョブ･カ

ード制度について」の卓話を楽しみにしております。よろ

しくお願い致します。 

 先日の 8 日、総勢 17 名で東京浅草 RC へメイクに行っ

て参りました。会場は浅草ビューホテルでいくらか緊張し

た面持ちで参りましたが、浅草 RC の皆さんに温かい歓迎

を受け私達は感銘を受けました。客をもてなす自然な立ち

振る舞いはさすが浅草商店街の所帯舟を背負って立つ旦

那衆だと感心したところです。また、85 歳になるチャー

ターメンバーの磯野健太郎さんから「ロータリーを楽しも

う」との卓話がありました。ロータリーはみんなと知り合

う場所である。叱られる場所である。叱ってくれる場所で

ある。また、多くのメイクをして楽しみなさい。しかし、

出席率をあげる為に 36 分で帰るようなメイクなら行くな、

など。一度下館で卓話をしていただきたいと思うほど内容

のある素敵なお話でした。そして、浅草で有名な｛どぜう｝

料理をあじわい帰路につきました。とても楽しい一日でし

た。ご準備くださいました出席委員会の皆様に感謝申し上

げます。 来週はクリスマス例会です。ぜひ、ご参加くだ

さいますようお願い申し上げご挨拶と致します。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 下妻 RC より会報受理 

2. 明治座よりパンフが来ております。 

3. 2580 地区ガバナーより  

日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会の案内が来てお

ります。ゴルフ同好会へ渡しておきます。 

4. 廣瀬ガバナーより訃報が届いております。 

  佐藤二郎パストガバナー（土浦 RC）が 12 月 7 日に 

  ご逝去されました。 

    通夜  12 月 10 日(水) 18:00～ 

    告別式 12 月 11 日(木) 11:00～ 

    場所  土浦市営斎場 

 

 

 

 

 

 

5. 本日 1 月例会の予定表を BOX へ入れておきました。 

  振替の例会が 2 週ございますので、くれぐれもお間違

えの無いようにお願い致します。 

 

卓話（ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞ制度について） 柴千尋 様 

 

ｼﾞｮﾌﾞｶｰﾄﾞ制度について 

１．背景  

人口減少下、持続的な経済成長を

可能にするためには 1 人ひとりが能

力を発揮できる社会に向けた取り組

みが必要である。しかしながら、職

業能力形成機会に恵まれない者が多 

数存在している現状であるため、企業現場・教育機関等で

実践的な職業訓練を受けて能力を向上させ安定的な雇用

へ移行する必要がある。 

２．ｼﾞｮﾌﾞｶｰﾄﾞ制度の概要 

正社員経験の少ない求職者が正社員となることう

を目的に、企業で実習と教育訓練機関等での座学を組

み合わせた実践的な職業訓練を受けて職務経歴や教

育訓練履歴、取得資格などの情報をまとめて「ｼﾞｮﾌﾞ

ｶｰﾄﾞ」に記載することにより自らの職業能力を客観的

に具体的に提示し、求人企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞを促進する。 

３．企業にとってのﾒﾘｯﾄ 

① 人材ﾆｰｽﾞにﾏｯﾁした自社での実習を通じて、即戦

力の人材を確保できる。 

② 有期雇用による企業での実習を通じて、即戦力

の人材育成と評価ができるので採用時のﾐｽﾏｯﾁ

のﾘｽｸを軽減できる。 

③ ｱﾙﾊﾞｲﾄやﾊﾟｰﾄ、派遣社員を正社員へ登録すると

きに活用できる。 

④ 助成金を活用することにより採用ｺｽﾄや企業研

修に係わるｺｽﾄ負担を軽減できる。 

⑤ 人材育成、能力開発に積極的な社会的企業であ

ることを PR する。 

本日のプログラム 

●３６分例会 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

次週のプログラム 

●１月１３日（火） ３RC 合同新年例会 

  つたやホテル １８：３０～ 
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SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  柴 千尋様 卓話よろしくお願い致しま

す。浅草 RC のメイク楽しい一時でした。

出席委員会の皆様ありがとうございまし

た。 

 

中里 泰久  柴さん本日の卓話楽しみにしております。

よろしくお願いします。月曜日は出席委員

会の方には大変お世話になりました。あり

がとうございました。 

 

浜野 紘嗣  浅草ロータリークラブへの集団メイク大

変楽しくおいしかったです。諏訪委員長有

難うございました。 

 

百目鬼 博行 浅草 RC の集団メイクでは諏訪出席委員

長に大変お世話になりました。 

 

中丸 健   ハン･ショウフウさんの来訪を歓迎して。

また、12 月 16 日のハローワールドよろし

くお願いします。 

 

関谷 徹   今月もニューモラルを配布させて頂きま

す。 

 

細谷 貢   早退させていただきます。 

 

結婚記念日  柳沢和巳・関谷徹 

 

 

本日の合計 ￥20,000 円   累計 ￥765,000 円 

 

 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

 

 

メークアップ              

・12/8（月） 東京浅草 RC 

 

新井雅勝・荒川洋一・百目鬼博行・古田貢一 

 

浜野紘嗣・溝口明洋・永盛武・中里泰久・永盛宣也 

 

中西悦夫・大関幸政・諏訪哲也・司代隆之・佐藤昭 

 

瀧田昌甫・羽田節子・丸山靖則 

東京浅草ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ訪問（12月 18日） 

出席委員会企画による「浅草ロータリークラブ」メイク

アップに 17 名という大勢が参加しました。例会場だけで

なく、他のｸﾗﾌﾞや沢山の人と知り合えることはﾛｰﾀﾘｱﾝの最

大の喜びと特権です。（会報担当） 

※ロータリーは 1905 年シカゴで誕生したが、我が国最

初のロータリークラブは、大正 9 年に創立された東京クラ

ブである。第二次世界大戦の為、一時脱退したが昭和 24

年再び復帰した。東京浅草 RC は、この東京クラブの直系

の孫として昭和 39 年 4 月に創設ｽﾀｰﾄした由緒あるクラブ

である。 

    

 

  

 

ハローワールド 

12 月 16 日（火）に、川島小学校にて開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

12/10 58 45 13 0 7 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10時迄に必ず電話下さい。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


