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行事予定
9月 3日 部門セミナー報告①
管理運営／公共イメージ
／会員増強維持
9月10日 会員卓話
「コロナ堝を生きる」
藤村作会員
9月17日 部門セミナー報告②
ロータリー財団／
奉仕プロジェクト３部門
9月24日 米山記念奨学生卓話
佟 針叶さん

2020-2021年度 宇多村海児会長

皆さま、こんにちは。本日も多くの会員の皆さまにご出席いただき
ありがとうございます。８月６日の献血、その夜の須田直前会長の慰
労会へも大勢の皆さんにご参加いただき御礼を申し上げます。
さて、お盆を挟んでたいへん暑い夏になりました。皆さんは、もの
凄く暑かった日や、大雪だった日など、天気と一緒に思い起こされる
記憶はございますでしょうか。私はいつも８月15日になると、石井英
夫さんというコラムニストの傑作選『鳥の目・虫の目にんげん歳時記
石井英夫の年々歳々抄』に掲載されている、産経抄の執筆を思い出し
ます。本日は引用して紹介させていただきます。
終戦の日はどうでも８・15でなければならない、
“暑かった日
とばかみたいなことをしきりと考えた。例えばだが、梅雨末期の７・
15では決して似つかわしくなく、秋風立つ９・15でもまたさまになら
ない。終戦の日は、うなだれた首筋をじりじりと焼く炎暑のさなかだ
ったから、終戦の日にふさわしかった。古いラジオはむせ返る草いき
れのなかに響いていなければならず、白い土ぼこりは赤いキョウチク
トウの花のかたわらに舞っていなければならない。そうでないと、そ
の日の激しい虚脱感とその日から始まった苦難の時代を想起するのは
難しい。妙ちきりんな言いようだが「敗戦忌」が夏の盛りでよかった。
それが８・15である限り、その日の鮮烈な思いが風化することはない
という気がする。（中略）折からの甲子園に一年一度のふるさと意識
をかきたてられ、ここ数日は「地方の時代」という感じもある。頭と
体を休めて、この平和のありがたさとそれを永続させる難しさを思う
のはいいことだ。だから８・15は暑い日であってほしい。”
こう結ばれております。今から40年前、昭和55年8月15日付けの産
経抄です。
この結びと同じように、今年の夏はコロナ禍と相まって、皆さんに
も忘れられない夏になるのではないかなと思います。この暑い夏でも
日本人は我慢強くマスクをして社会生活を継続いています。後々「あ
の年の夏は暑かったけれども、みんな頑張ったよね」と振り返られる
のではないかなと思っています。
９月以降、例会の在り方について、変えるべきところは変えていか
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なければならないタイミングに、今、なってきてお
ります。第5グループの中でも例会を一定期間中止
をするというクラブが出てきております。新型コロ
ナの感染者数が再び上昇してきてから、例会をどう
するか考えましたが、結論はでていません。ただ一
つ言えることは、今後も例会を続行していきたいと
私自身は考えております。
とは言いながらＲＩから会員の健康を最優先して
ほしいと言われておりますので、一定の指標を作り
ました。例会後の理事会で諮って、その指標を守る
形で例会の運営を皆さまにご提示させていただきま
す。
私たちはコロナを恐れているのか、それとも自粛
ムードを恐れているのか、果たしてどちらなのかな
と思います。例会はあくまで例会であってオンライ
ンでは味わえないものがあると思っています。オン
ラインでやれるものでもあると思いますが、それは
例会の回数を消化しているにすぎないと個人的に思
っています。安全を確保しつつ、最大限の努力をし
つつ、例会は続行する方向で考えております。
以上、本日の例会あいさつとさせていただきます。
本日もよろしくお願いいたします。

幹

事

報

深澤 圭司幹事

委員長報告
親睦活動委員会 坂本忠光委員長
次週８月27日、親睦例会
を開催いたします。皆さま
に元気を与えられるのでは
ないかというアトラクショ
ンを企画していますので大
勢の皆さまのご出席をお
願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
2020学年度 ロータリー米山記念奨学生 佟針叶さん
皆さん、
こんにちは。8月６日の献血活動後の慰労会に
参加できずにすみませんでした。
大学生活ですが、研究室の友だちの中に、
９月に卒業
する方がいて、私ももうすぐ卒業することを実感しました。
8月24日は博士の試験で今は目の前のことに集中した
いと思います。ありがとうございます。

告

◇今月のロータリーレート
は１ドル＝１０５円です。
◇８月６日の献血の受付人
数は５０名でした。
◇ＲＩ関連ニュースです。
2022-23年度国際ロータ
リー会長として、
ウィンザ
ー・ローズランド・ロータ
リークラブ（カナダ、オンタ
リオ州）会員のジェニファ
ー E. ジョーンズ氏が指
名されました。115年に及
ぶロータリーの歴史で初
の女性会長となります。
ほかの対抗候補者が出
ない限り、ジョーンズ氏は
10月1日に正式に会長ノ
ミニーとなります。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

丹井 亮一会員

上尾ＲＣに入会してから３回目の誕生祝いをして
いただきました。68回目の誕生日になります。コロ
ナもなんとか乗り切って元気でいればいいかな、家
族みんなが幸せを感じられるといいかなと思います。
ありがとうございました。
関口 良康会員

今年49歳になります。娘の誕生日は8月22日で、
23日が誕生日の僕のぶんのお祝いは家庭内ではなく
て、ここでお祝いしていただけるのが嬉しいです。
コロナ禍、たいへんな時期ですが皆さんと一緒にが
んばっていけたらと思いますのでよろしくお願いい
たします。
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米山記念奨学会功労者表彰
大塚信郎会員、島村健会員、樋口雅之会員

例会主題

〜

会員卓話

コロナ禍における助 成 金 等 利用の
おさらいと注 意 点
坂 佳三会員

今回はコロナ禍の雇用
の影響をお話しさせていた
だいた後に、ハローワーク
で扱っている雇用調整助
成金の状態についてと、
「こ
ういう場合も対象になりま
すよ」
という流れでお話ししたいと思います。
大宮のハローワークに行くと、いつも20枚く
らい貼ってある掲示板は、いま１枚も求人が貼
っていない状態です。コロナ禍に、
３月・４月は
新規求人数も仕事を探している人も減りまし
た。求職者は５月には落ち着いて、
６月には急
増しました。求人は従来3万6千人から４万人
あったのに対して、
まだ3万人しか出ていませ
ん。新規求職者を昨年と比較してみたら3〜５
月は減って、そのぶん6月に増加への反動が来
ています。
まとめとして、4月は求人と求職者の
人数は減少したが、
６月は求職者は戻ってきて

ります。ステップ３）休業実施・休業手当支払い。コロナ
禍での休業は従業員を一日休ませる
「全日休業」
と、部
署ごと・シフトごとの「短時間休業」の２種類あります。ス
テップ４）支給申請。支給申請は、給与の締め日毎に行
い、締め日から２か月以内にします。必要だった添付書
類が大幅にカットされ、
５つの書類があればＯＫです。ス
テップ５）支給申請。申請の一日の日額上限額は４・５月
は8,330円でしたが、8月から8,370円になりました。中
小企業の助成率は本来なら２／３ですが、雇用率を80
％以上守っていれば10／10出るようになっています。
今回のコロナ特例の最大の特徴が「遡り」が可能なこ
とです。
８月末比までであれば、
１月24日（日本でコロナ
が初めて確認された日）からの休業が対象になります。
コロナ特例のまとめとして、計画届自体が不要、添付
書類が７割カット、でも、タイムカードが必要。書類も簡
素化されて、ほぼほぼ自動計算。
８月末まであれば、
１月
２４日まで遡れます。
１日の助成金の上限が１５，
０００
円まで、上昇しました。
となります。
緊急事態宣言の時に、
４月と５月だけ終業時間を１時
間以上は早く帰らせました。コロナが気になっている従
業員さんがいたから、早く終わらせました。給与は、満額
支給していました。減らすのも面倒だったので、そのまま
（１００％）支給しました。タイムカードをあります。
という
ような会社さんがあれば、
８月末までであれば対象にな
ります。残り数日ですが、申請してみたらと思います。

いますが、求人数は８割程度にとどまっていることがわか
またハローワークの窓口に尋ねたら
「退職者と求職
り、
者はイコールではなくコロナが気になってそのまま無職
となっている方が増えていますよ」
とのことでした。
コロナ禍、そういう状況の中、ハローワーク
（労働局）
は２つの助成金を扱っています。
１つは「雇用調整助成
金（コロナ特例）」、
もう１つは在宅ワーク等の「テレワー
ク関連の助成金」です。本日は雇用調整助成金について
ご案内いたします。
先日流れた大きなニュースで、近畿日本ツーリストと
クラブツーリズムを傘下に持つKNT-CTホールディング
スの2020年4〜6月期の連結決算は売上高が33億円と
前年同期比で97％減少し、6月から雇用調整助成金44
億円を申請し営業外収益に計上しました。それぐらい従
業員の確保が必要なんだということです。
雇用調整助成金（コロナ特例）
とは、
「新型コロナウイ
ルス感染症の影響」により、
「事業活動の縮小」を余儀な
くされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、
「労使
間の協定」に基づき、
「雇用調整（休業、教育訓練）」を実
施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する
ものです。
この助成金は、災害や不況になったときに、要
件を緩和して使い易くし、活用されます。今までであれば
リーマンショック、震災、台風などの時に、要件を緩和し
て、使いやすくなります。最近では、昨年の荒川の氾濫等
でも要件の緩和が行われました。コロナ特例は今まで以
上に要件が緩和されています。
そのコロナ特例の、雇用調整助成金の申請の流れを
ご案内いたします。
ステップ１）売上低下（生産指標要件を緩和、直近１カ
月５％以上減少なら対象になります。生産指標の比較も
緩和されています）。ステップ２）計画届提出不要、ただ
し労使協定書と損益計算書等は支給申請時に必要にな

依頼されて大変だったのは、
出勤簿や賃金台帳が記さ
れていない場合です。シフ
トを後からまとめて申請に
なると、資料作成の時間が
かかります。
雇用調整助成金は改正に改正が重ねられ、ハローワ
ークの現場スタッフが国会の答弁に追いついていない
場合もあります。
助成金と言うのは昔からありましたが、コロナ禍での
緊急雇用安定助成金は完全な形で申請できるようにな
り、ネットで書類をダウンロードして数字を入れていけ
ば申請書まで出来上がります。
まずは厚生労働省のホー
ムページを開いていただけるとおわかりいただけると思
います。
上尾商工会議所と上尾市は、
ワンストップサービスを
プラザ22で、私たちが協力して行っています。
８・９月は
火曜と金曜の９時〜16時まで相談を受けていますので、
こんなケースはどうだろうかと思っている人は、ぜひお話
しをしていただければと思います。

村岡 武仁会員
助成金は、雇用保険の被保険者の場合が対象です。
パートタイマーさんだけが働いている会社もあります。
そういった場合は緊急雇用安定助成金になります。私も
村岡会員、坂会員、ありがとうございました！

■小林邦彦会員：ロータリークラブが上尾市へ寄贈したフェイスシールド、
マスクが、当医院にも届きました。ありがとうございます。
■村岡武仁会員：卓話ご静聴、ありがとうございました。
■丹井亮一会員：残暑お見舞い申し上げます。誕生祝、ありがとうございます。
■関口良康会員：誕生祝、ありがとうございました。
宇多村会長／深澤幹事／斎藤修弘副会長／長沼副幹事
武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／尾花会員／大木保司会員／
大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／
須田会員／樋口会員／坂本会員／小田切会員／坂会員／奥川会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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