
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

    例 会 報 告       

 開会点鐘  小島 徹 会長  

 司  会  中山 武夫 SAA（補） 

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

5月 プログラム名 

第二例会 5月 14日 

特定非営利法人 

国連 UNHCR協会 中村 恵様 

「国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）とは？私たちにでき

る支援（仮）」 

           

第三例会 5月 21日 

 

→5/19～20に変更 

合同一泊移動例会 河鹿荘 

＊5/21は例会なし 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 37名 

6名 

対象外 

（2） 

90.24％ 

欠 5名 

対象外 

（2） 

MU1名 

92.6

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  大友 徹 会員 

原 敏之 会員  細山勝三郎会員  朝倉 和信会員 

清水 専吉会員   

ニコニココーナー  志村 修司 副 SAA 
小川 湧三様：お世話になります。 

小島 徹会長：本日は佐川さんの卓話楽しみにしており

ます。先週の土曜日の献血にご協力頂いた皆

様ありがとうございました。 

貝田 充幹事：佐川会員、卓話楽しみにしています！よ

ろしくお願いします！ 

伊藤 文治会員：佐川陽子さん、本日は卓話を頂きあり

がとうございます。 

川口 禮敬会員：佐川陽子さん卓話ご苦労様です。楽し

みに拝聴させていただきます。  

白井 正男会員：佐川会員、本日の卓話ご苦労様です。

楽しみです。 

ゲスト 
小川 湧三 様 

川崎鷺沼ロータリークラブ 
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渡邉 新治会員：先日 20日の日赤の献血には、皆様のご

協力ありがとうございました。多くの人に献

血していただきました。本日卓話楽しみにし

ております。 

鹿島 義久会員：本日は入会卓話、佐川陽子会員様卓話

よろしくお願い致します。小丸日出夫様先日

は大変お世話になりました。 

堀一 慶明会員：佐川会員、入会卓話楽しみにしており

ます。 

小島 満会員：佐川さん卓話ご苦労様です。楽しみにし

ています。 

朝山 秀男会員：佐川様入会卓話ご苦労様です。楽しみ

にしています。 

冨岡 昭一会員：本日の入会卓話楽しみに拝聴させてい

ただきます。 

長谷川 俊雄会員：佐川さん入会卓話頑張ってくださ

い。 

廣山 宗一会員：佐川会員、入会卓話おめでとう。 

上原 伸一会員：佐川さん卓話楽しみにしています。 

小林 敏伸会員：佐川会員の入会卓話大変楽しみにして

いました。よろしくお願いいたします。 

萩原 ひとみ会員：4/20のららテラスでの献血活動にご

参加の皆様ありがとうございました。本日は

佐川先生、入会卓話楽しみにしております。

4/29精養軒寄席に新日本学園の子供達をご

招待しました。皆様のご参加も是非よろしく

お願い致します。 

小丸 日出夫会員：佐川会員の入会卓話が楽しみです。

今年と次年度の引継ぎを兼ねた「拡大増強委

員会」を 5/21に開催致します。関係者及び

会員有志の参加をお願い致します。 

小泉 繁勝会員：入会卓話楽しみに拝聴いたします。中

クラブのマドンナ（クイーンは別にいらっし

ゃいます）よろしく。 

中山 武夫会員：佐川さん卓話ご苦労様です。 

合計  12件     16,000円。 

累計  514件    667,000円 

会 長 報 告 小島 徹 会長 

1.中原区役所地域振興課より平成 31年度多摩川美化活動 

 の日程についてのご案内が届いております。日 時：6 

月 2日（日） 9：00～２時間程度（平成 31年から予備 

日は廃止【毎年 6月第一日曜日開催】）場 所：丸子橋第 

一広場 内 容：清掃活動 

2.横浜南ローターアクトクラブより「横浜南 RAC＆新横

浜 RAC 第１２回たばこの吸い殻拾い＆ウォーキン

グ」開 催のご案内が届いております。日 時：5月

12日（月）10：30～12：30場 所：蒔田公園（集

合）～大通り公園詳細は回覧いたします。登録ご希望の

方は事務局までご連絡願います。 

2.地区よりハンブルグ国際大会 第 2590地区ナイトご出 

 席者の再確認・新規登録の受付とお振込についての知 

 らせが届いております。詳細は回覧いたします。 

3.地区より YE（青少年交換学生）18-19受入学生近況報 

 告・19-20派遣学生オリエンテーション⑤開催のお知

らせが届いております。日 時：4月 27日（土）14：

00～16：00場 所：曹洞宗照光山 常倫寺 

4.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイライト 

 よねやま 229が届いております。回覧いたします。 

5.中原区民祭実行委員会より平成 30年第 40回中原区民

祭事業報告書が届いております。回覧いたします。 

幹 事 報 告 貝田 充幹事 

1.例会変更 

 横浜あざみ 4月２４日（水）移動例会 点鐘 12：00 

 アートフォーラムあざみ野 1F  14：00～ チャリ 

 ティコンサート アートフォーラムあざみ野 1Fレク 

 チャールーム 

       5月 1日（水）  休会 

  川崎西   5月 3日（金）  休会 

  川崎大師  5月 1日（水）  休会 

        5月 8日（水）  休会 

  川崎マリーン 4月 25日（木） 鎌倉散策夜間例会→通 

  常例会に変更 外部卓話 鎌倉歴史研究家 内海恒雄氏 

         5月 2日（木）  休会 

         5 月 16 日（木） 川崎 RC と合同例会 

川 

  崎日航ホテル 点鐘 12：30 

  神奈川   4月 29日（月） 休会 

        5月 6日（月）  休会 

        6月 17日（月） 夜間例会 点鐘 18：30 



  「創立 59周年記念例会」 

  川崎    5月 2日（木）  休会 

        5月 30日（木） 休会 

  川崎宮前  5月 7日（火）  移動例会「物故会員を 

  偲ぶ会」等覚院 点鐘 12：00 

        5月 14日（火）→13日（月）移動例会 献 

  血奉仕活動 点鐘 10：00 宮前保健所 

  川崎とどろき 5月 6日（月）  休会 

        5月 20日（月）→5/19（日）～20日（月） 

 に変更１７：３0 

        5月 27日（月） 休会 

 2.本日例会終了後、次年度理事・役員・委員長の写真撮影 

  がございます。 

 3.次週 4/30は休会です。 

 4.5/7は例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

入 会 卓 話 佐川 陽子会員 

テーマ 自己紹介と社会保険労務士について 

 
今回は、会員卓話ということで、簡単な自己紹介と社会

保険労務士の概要を説明させて頂きます。 

昨年年 8月に当クラブに入会し、約 9ヶ月が経過しまし

た。皆様が温かく迎えて下さり、感謝しております。平

成最後の卓話を担当させて頂けること、大変光栄に思っ

ております。 

 

【経歴】 

1976年 9月 4日川崎生まれ、以来ずっと中原区に在住。 

平間小学校 1989年卒 

平間中学校 1992年卒 

玉川学園高等部 1956年卒 

玉川大学文学部 1999年卒 

１９９９年４月～２００７年 

民間企業（特定派遣業本社・一般派遣業本社・メーカー

等）数社にて人事・労務部門に従事 

２００８年１月  社会保険労務士事務所開業 

２００８年１月～２０１０年１２月  職業訓練校 講

師 

２００８年３月  年金相談員 

２００８年４月～１２月    神奈川労働局 総合労

働相談員（川崎北労働基準監督署内） 

２０１２年３月  明治大学 経営学研究科（MBA）修

了 

２０１５年３月  医療労務コンサルタント取得 

２０１６年４月～ 川崎商工会議所 専門相談員 

２０１７年１０月～ 全国社会保険労務士会連合会 社

労士社会保障政策研究会 実行委員 

２０１８年１１月～ 東京都商工会連合会 女性活躍推

進プロジェクト委員会 委員長 

 

【社労士になるまで】 

大学卒業後、オーナー企業に入社 

人事部に配属され、その時に、会社顧問の社会保険労務

士との業務から資格を知る。 

その後転職、メーカー企業の人事、総務部配属 

社労士資格は、業務の延長として、学習していた。 

開業については、合格後に検討。開業セミナーを受講。 

知り合いの税理士が独立開業することになり、すぐに顧

問紹介があり、開業登録した。 

 

 

 

 



【社会保険労務士制度】 

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保

険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会

保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。 

制度目的は、「労働・社会保険に関する法令の円滑な実

施を図り、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上」で

す。 

社会保険労務士を略すときは、「社労士」となります。  

社会保険労務士は、士業の中では制定が遅く、昭和 43年

に施行され、昨年 50周年を迎え、記念事業が多く開催さ

れました。 

社労士法制定当時、厚生省と労働省二つの省庁の管轄で

あったため、社会保険労務士法は議員立法の制度をとっ

ています。 

これまでに 8回の改正を繰り返し、先輩方の努力によ

り、業務拡大を図っています。 

特に、第 7次改正（H17年）の「紛争解決手続き代理業

務の範囲拡大」は、労使関係が、集団的な交渉から個別

交渉に変化する中で、社労士への期待と活躍を意味する

大きなものでした。（特定社労士は、この代理業務が行

える社労士を言います。） 

最近の第 8次改正（H26年）では、「補佐人制度の創

設」がされ、裁判所において補佐人として出頭・陳述が

できるようになりました。 

【社労士の社会貢献事業】 

・無料年金相談 

・無料労務管理相談 

・民間 ADRセンターの開設 

・学校教育事業・・・・・児童・生徒に対して「働くこ

とのルール」を出前授業 

 私は川崎市の「日吉中学校」「今井中学校」「中原中

学校」で授業担当しました。 

【最後に】 

現在、「働き方改革」が進む中、社労士のニーズが増え

ていることは喜ばしいことです。 

改正を伝えるだけでなく、お客様の状況を理解した中

で、寄り添った提案をしていくことが重要と考えていま

す。 

開業して、11年が経過し、新たに事務所を構えました。

これからも、真面目に、でもユーモアを忘れずに、お客

様のサポートができるよう努力して参ります。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

次年度理事役員  

 

地区フレッシュ交流会  

 

 


