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しずおかオープンガーデンHPより 今月の
ガーデニング

司会進行 会長挨拶

開会点鐘

ロータリーソング
「奉仕の理想」

林　　大樹会員

6月17日（火）
各委員長挨拶
（クラブ広報・IT推進委員会、会員増強・維持委員会、
奉仕プロジェクト委員会、ロータリー財団）

6月10日（火）
各正副委員長・役員挨拶
（会場監督、会計、研修リーダー、
地区役員、クラブ管理運営委員会）
※新旧役員・理事会開催

2014年6月3日  ［火］　 第1142回例会　天候：　

皆様こんにちは。
暑い日が続いております。
ここ二三日暑いです。静岡市は30度まではいかないようで
すが、東京・名古屋は30度以上、京都や岐阜は35度以上の
猛暑日になりました。この時期の猛暑日はめずらしいことだ
そうです。一方九州では梅雨入りということで天候不順は
今年も続いているようです。
クールビズも5月から始まっているようですし、スーパークー
ルビズもあるそうです。焼津市役所の魚河岸シャツだそう
です。ということで私も今日からクールビズにしました。
さて6月になりましたが、例年ですと今月は各委員長さんの

１年を振り返ってのご挨拶でありますが、先週は次年度の話
がありましたので、今週に森崎さんの卓話が1週間延びた形
になりましたが、今日は補助金についてのおはなしだそうで
楽しみにしております。後ほどよろしくお願いします。
さて先週は珍しくといいますか、出席者が17名と少なく

しかも駿府の間の広い部屋で寂しい感がありました。
しかしカレーライスは美味しかったです。
その時もお話しましたが、いまはお花の季節となりましたが、

うちで今年も蓮を鉢に植えております。この花は昨年の７月に
咲いた白蓮華です。今年も咲いてくれると心待ちにしてい
ます。一方こちらは睡蓮です。睡蓮は１日で２回咲いて閉じて
また咲くのだそうで、水蓮とはならず睡蓮寝て起きるそういう
意味だそうです。この写真は去年娘とフランスへ行った時、
画家のモネが晩年暮らした家にある庭の池の睡蓮の花に
なります。モネはこの花を見て有名な「睡蓮」の絵を描いたの
でしょう。残念ながらその絵は見れませんでしたが、元の睡蓮
は見ることができました。こちらがモネの暮らした家で、庭が
広くこの写真のような花が沢山咲いていてイングリッシュガー
デンならぬフレンチガーデンとなりとてもきれいでした。
昨年の８月ロータリーの会長になったばかりに行きましたが、
高校２年の娘と少し無理していきましたが、今思うと行って
よかったとおもいました。
さて白蓮華にもどりますが、経文に捨此往彼、蓮華化生と
いう文句がございます。
極楽浄土の蓮の台に生まれ変ることです。往生とも言い

ます。今年も間もなくお盆の時期を迎えます。先に逝かれた
方 ご々先祖さまを思い浮かべてはいかがでしょうか。
以上で会長挨拶を終わります。

大瀧　博敏幹事 戸﨑　博隆会長

戸﨑　博隆会長

成瀬　重夫会員

月　日

5／20

5／27

6／3

会員数

28（28）

28（27）

28（28）

出席数

25名

17名

22名

欠席数

3名

10名

6名

メークアップ

－

－

－

改正出席率

89.29％

－

－

〈市内RC 6月例会変更〉

26日（木）

27日（金）

30日（月）

30日（月）

静 岡 東

日 本 平

静　　岡

静岡中央

日　付 クラブ 場所／時間
ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30

グランドホテル中島屋
17：00～18：00

［担当：大橋（利）］
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幹事報告

おめでとう

スマイル

静岡北RACスマイル

会員卓話

閉会点鐘

・石川たか子会員、ご会葬のお礼。
・鈴木勉会員 御母堂様、ご逝去のお知らせ。
・新会員の承認。
・本日例会終了後、臨時理事会を開催します。
・次週は新旧役員・理事会を開催します。

■石川たか子会員
父の葬儀に際しては、ご多用の処、ご会葬頂き、また
ご丁重なるご厚志を賜り、ありがとうございました。
来週6月8日は会社の創立記念日であり、父母の68回目
の結婚記念日になるはずでした。そこまではがんばって
くれるかと思いましたが、残念でした。
■岸　　好子会員
1週間のうち2回、関西へ出張でした。合計4日間、大阪
の個性強い人や習慣に目パチクリの体験でした。
戸﨑年度、いよいよ残すところ1ヶ月、ラストスパート頑張
って下さい。
■大橋　知文会員
先日、掛川の加茂荘へ花菖蒲を見に行ってきました。
戦国時代から続く家柄で、花の美しさ、日本建築の
すばらしい事、感動しました。
■山田喜久子会員
暑い！！ 暑い！！ これから夏がおもいやられます。
■成瀬　重夫会員
来る6月21日（土）・22日（日）の両日、当社富士本社に
て展示会（実演即売会）を行います。
関係ないかもしれませんが、ご来場下されば幸いです。
■大橋　利昭会員
WEB新事業「しずおか販促.jp」に引き続き、第2弾と
して「静岡パンフレットデザイン制作.com」をオープンしま
した。皆様、是非ホームページをご覧ください。
因みにモデルは娘です。

■長谷川吉昭会員
みなさまの活躍を期待しています。
■米田　　實会員
5月24日より8日間、厨房機械メーカー、ラショナル社、
ウィンターハルター社の視察にドイツ（ミュンヘン）、オース
トリアに出掛けました。ミュンヘンはドイツ第3の都市、
人口140万、オーストリアは人口800万、北海道の札幌と
同じ位の気温で朝、夕は少し寒い位でした。
■岸　　好子会員
会長・幹事さんへ。
あと1ヶ月ですね。来期に向けてラストスパート。
■大橋　利昭会員
松山プロ、最年少22歳で米ツアー初優勝、おめでとう。
プレーオフでドライバーが折れて使えなかったのが勝利
につながった。
若い人の頑張りに拍手、ローターアクトも頑張って会員
増強してください。

メモリアルデー
丸伸の創立記念日／6月8日 石川たか子会員

大瀧　博敏幹事

大瀧　博敏幹事

豊吉　保詩会員

森崎　和敏会員

戸﨑　博隆会長

■杉山　義郎会員
11日のアクトの例会、参加当番日ですが、用事ができ
欠席です。お詫びにスマイルいたします。

各雇用関係助成金に共通の要件等
雇用助成金については、各助成金は共通
して次の要件等が適用されます。

●受給できる事業主
1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
2. 支給のための審査に協力すること
（1）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類

等を整備・保管していること
（2）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類

等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ
ること

（3）管轄労働局等の実地調査を受け入れること　など
3. 申請期間内に申請を行うこと

●受給できない事業主
1. 不正受給（偽りその他の不正の行為により、本来受けること
のできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること）を
してから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申
請後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

2. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険
年度の労働保険料を納入していない事業主（支給申請日の
翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く）

3. 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日
の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

4. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業
の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い
入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。

5. 暴力団関係事業主
6. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
7. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業
主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

●中小企業の範囲
1. 原則として、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する
労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当
します。

「知って得する助成金」

産業分類 資本または
出資額

小売業（飲食店を含む）

サービス業

卸売業

その他の業種

5,000万円以下

5,000万円以下

1億円以下

3億円以下

常時雇用する
労働者数

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下


