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会長の時間

多田会長

改めてこんばんは。皆さん従業員
を雇われてますね。最低賃金はどう
やって決まっているかご存知でしょ
うか。
最低賃金の決め方というのは毎年、
厚生労働省の中央最低賃金審議会と
いう所が目安を示します。４７都道
府県をABCDの４のランクに分けて目
安額を示します。ちなみに去年です
けどもAランクが２８円、Bランクが
２７円、CランクとDランクが２６円

それぞれ上げるという形になっておりました。奈良でも目安通りの２
６円を値上げしました。近畿でABCDランクがどうなっているかという
とAランクは大阪、Bランクは京都・兵庫・滋賀、Cランクは奈良と和歌
山、Dランクはありません。Dランクはどちらかというと九州や東北で、
ほとんどDランクです。目安を基準にして奈良労働局の最低賃金審議会
で公益５人、使用者側５人、労働者側５人の計１５人で審議会を構成
し、そこで審議し決めます。最終的に意見がまとまらなければ公益が
案を出し、多数決で最低賃金を決めます。ところが今年は新型コロナ
ウィルスの関係で、中央最低賃金審議会は目安を示しませんでした。
示さなかったという事は上げるなというふうに言えるんですけども、
全国的にどうなってるかと言いますと１円～２円ほぼ上がっています。
奈良の場合、１円上がっています。３円上がったところがあります。D
ランクなんですが熊本が震災でありながら、この豪雨の中でも採用最
低賃金として上げました。それで今値上げになった状況がどうなって
いるかというと大阪が９６４円、これは令和元年の時と同じ金額です。
京都が結論が出てないんですね。

例会状況報告

8月18日

通算1968回

◎本日出席者 ５４名

◎本日出席率８５．７１％

7月28日

通算1966回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 ８名

◎欠席補填者 ８名

本日のビジター

敖燕嬌（ゴウエンキョウ）さん（米山奨学生）
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米山奨学金授与

敖燕嬌（ゴウエンキョウ）さん（米山奨学生）

委員会報告

皆さん、こんばんは。第１回家族親睦例会が９月
６日に迫ってまいりました。今年度は状況が変わっ
ておりましてコロナもございますので、本日出欠
の返事を頂けたらと思います。例会中にも出欠表
を回しておりますが書き忘れた方はお帰りにでも
記入いただけたらと思いますので、よろしくお願
い致します。それから本日、親睦活動委員会を例
会後に行います。委員会メンバーは上のロビーの
方に例会終了後に集合をお願致します。大塩さん、
清岡さん、城田さん、辻本幸則さん、林さん、渡
邊さん、井口さん、菊野さん、郡さん、田村さん、
塚本さんです。以上でございます。ありがとうご
ざいます。

堀内委員長（親睦活動委員会）
第１回家族親睦例会の件

今度の２０日に結論が出るようですが、多分据え置き位かなという気がします。兵庫県
が１円上がって９００円、滋賀県が２円上がって８６８円、奈良が１円上がって８３８
円、和歌山が１円上がりまして８３１円という事になっています。これについて奈良の
場合は、この２５日に意義審がありまして、そこで多分、労働者側から意義が出ると思
うんですが、意義が出てもこの通りでいくんだという事であればこれで効力が１０月１
日から発生します。大体例年、値上げ幅が大きい所は目安通りなんですが、去年九州の
方でいつもDランクの人が最低６３０円位で低空飛行でどべにはなりたくないという事で、
そろって２，３円上げました。そういう意味でDランクの所は上がる方向でいってるんで
すが、今回基本的には東京・大阪は据え置きで上がっていない。でも、東京の場合は時
給１０００円超えていますので来年コロナの影響でどうなるのか、多分マイナスになる
事はありませんので現状維持かプラス１円か２円上がるのではないかと思っています。
このコロナの状況によっては次年度の最低賃金が変わってくると思いますので、注目し
て頂ければありがたいです。以上です。

堀内委員長（前年度記録保存特別委員会）
４０周年の歩み完成の件
各テーブルにおかして頂きました４０周年の歩みです。ご希望があればレールファ
イルの形で皆さまにお渡ししますので事務局か私の方に連絡を頂けたらと思います。
ホームページの方へも掲載し、見れるようになっておりますのでそちらの方もご活
用いただければと思います。以上です。
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クラブ討論会

皆さま、こんばんは。実はこの壇上に立つの久し
ぶりです。何年ぶりかな２、３年ぶりかな。関係な
いんですけど、久々の委員長という事でよろしくお
願い致します。
本日のクラブ討論会は会員増強委員会が担当してお
ります。昨今、非常に皆さんこのコロナでお仕事並
びに公私共々色々とあるかと思うんですが、こんな
時にこそ会員増強を推し進めていきたいと思ってお
ります。今日は１３卓に分けてクラブ討論会をさせ
て頂きます。感染予防のため少人数になっておるの

で逆に激論が飛ぶかなと期待しております。討論会中は皆さんマスク着用でお願いした
いと思います。各テーブルに未充填の職業分類表を配布しております。今年度、会員増
強委員会の増強目的として１番にあげているのは多田会長とも話し合いさせて頂いた結
果、非常に増強も大事ですが未充填の職業の方々、特に衣料及び雑貨・金融（商業銀行・
信用金庫等）・食品工業・印刷及び出版・広報（新聞並びに広告）これはマスコミも入っ
てくると思いますが、ここを重点的に会員増強していきたいと思いますので、その辺の
議論もよろしくお願いしたいと思います。また今年度は５名の純増を目指しております。
その辺も併せて活発なご意見をお願いしたいと思います。
ご意見が集まりましたら回収し後日報告させて頂きますので、よろしくお願い致します。

締めの挨拶
皆さん、時間になりましたのでありがとうございました。色々と活発なご意見が出たは
ずだと思います。期待しております。先ほどお名前を上げさせて頂いた責任者の方は、
意見をまとめて頂いて私の方に提出して頂けたら助かりますのでよろしくお願い致しま
す。今日はどうも、ありがとうございました。

幹事報告

回覧
・8/25、9/1例会出欠表
・第1回親睦ゴルフコンペ出欠表
・第1回家族親睦例会出欠表
・県下ゴルフ大会出欠表
状差し
・ハイライト米山

野﨑委員長（会員増強委員会）
開催趣旨・内容説明
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結婚・誕生日お祝い

吉田副委員長（親睦活動委員会） 結婚お祝い
山口尚紀 会員（8月28日：結婚記念日）

誕生日お祝い
武藤廣茂 会員（8月4日：誕生日）
北神徳明 会員（8月14日：誕生日）
門脇伸幸 会員（8月17日：誕生日）
藤川保雄 会員（8月22日：誕生日）

乾 杯

中嶌会長エレクト こんばんは、大変熱いですね。コロナの陽性者
がかなり増えている中、疲弊した経済・景気を
立て直そうという事で国の方は１.７兆円を投
じましてgotoキャンペーンを実施しております。
これについては賛否両論があるみたいです。東
京の小池知事は当初は非常に賛成しておられた
のに東京都が外されると、いきなり国は暖房と
冷房を同時にやっておるんかという事で批判を
されているようです。しかし、今コロナの対応
は慎重にしながらもやはり経済のアクセルはふ
かしていかないと非常に厳しいと思っておりま
す。この冬にはどういう状況になっておるかな
という事でかなり危惧しております。どうにか
皆さま頑張って頂きますよう、よろしくお願い
します。
それでは今月結婚記念日、そしてお誕生日をお
迎えの皆さま、無事この夏を元気に乗り切るこ
とを祈念しまして乾杯したいと思います。ご唱
和ください、乾杯。
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◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈大和郡山ロータリークラブ〉
8月31日（月）定款第7条第1節dの(3)による休会
※ビジター受付は行いません。

〈奈良西ロータリークラブ〉
8月27日（木）定款第7条による休会
※ビジター受付は行いません。

〈奈良東ロータリークラブ〉
9月中の全例会 定款第7条第1節dによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈やまと西和ロータリークラブ〉
8月27日 （木）定款第7条による休会
9月1日 （火）例会場所変更（王寺町防災センター イズミスクエアにて12時45分開会）
9月8日 （火）会員のみ例会
9月15日 （火）会員のみ例会
9月22日 （火）定款第8条第1節-Cによる休会
9月29日 （火）桜井ロータリークラブとの合同・松原六郎ガバナー訪問
10月6日 （火）会員のみ例会
10月13日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
10月20日（火）会員のみ例会
10月27日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

ニコニコ箱 本日計 44,000円 累計 325,000円

多田 実 君 本日は、第一回のクラブ討論会です。担当の会員増強委員会の皆様よろ
しくお願い致します。

水野憲治 君 野﨑委員長殿、本日は宜しくお願い致します。
中嶌 大 君 暑いですネ。皆様ご自愛下さい。
今西栄策 君 先月に入会させて頂いてから、初めてニコニコをさせて頂きます。

まだ、勝手がわかりませんが、皆様の足をひっぱらない様にしていきた
いと思います。

中條章夫 君 残暑お見舞い申し上げます。コロナに負けないで元気で行きましょう。
ニコニコ

野﨑隆男 君 本日は、会員増強委員会のクラブ協議会です。会員の皆様において活発
なご意見を頂戴したく思います。よろしくお願い致します。

藤川保雄 君 誕生日を祝っていただきありがとうございます。
武藤廣茂 君 先日のPP会には歴代会長の皆様、多数ご出席頂きありがとうございまし

た。その折は、大変ご心配を掛けましたが、お蔭様で元気になりました
のでご安心下さい。

吉田英正 君 お盆休み前後は、本を読み進めるつもりでしたが、それ以上に買い込ん
でしまい、黒字状態になりました。本代を減らす為に「ニコニコ」

ニコニコ協力 倉田智史 君 城田真平 君 成田和哉 君 平方貴之 君
堀内眞治 君 森山斗福 君
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今後の予定

9月1日 卓話：中谷貴志 様
奈良警察署 交通第一課 課長
テーマ「県内の交通情勢について」

9月15日 卓話：能澤直也 様
財団奨学生

●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
8月27日 （木）例会場所変更（あるぼーる）
9月3日 （木）例会場所変更（あるぼーる）
9月11日 （金）あすかRC・橿原RCとの3クラブ合同ガバナー公式訪問の為の例会場変更

（THE KASHIHARA）
9月17日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
9月24日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
10月1日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
※いずれもビジター受付は行いません。


