
最低賃金法：平成26年10月1日～長崎県最低賃金
677円 等
労働安全衛生法：安全衛生措置義務（災害防止・
業務上疾病防止等）
労働者災害補償保険法：業務災害・通勤災害（休
業・療養・遺族補償等）

６．�労働災害のない職場づくりに向けた緊急対策
［Ｈ26.8.5厚生労働省労働基準局安全衛生部長緊急要請］

労働災害多発（平成26年1月～6月速報値による）
（１） 死亡者数 
◦ 全産業における死亡者数は437人で、前年同期

に比べ71人、19.4％と大幅増加。 
◦ 業種別で見ると、建設業（159人）、第三次産業
（92人）、製造業（82人）、陸上貨物運送事業（55
人）の順で災害多発。 

（２） 死傷者数 
◦ 全産業における死傷者数（休業4日以上）は、

47,288人で前年同期に比べ1,625人、3.6％増加。 
◦ 業種別で見ると、第三次産業（19,966人）、製

造業（11,111人）、建設業（6,922人）、陸上貨物
運送事業（5,889人）の順で災害多発。 

  
７．未払賃金立替払事業
　企業が倒産したために賃金が支払われないま
ま退職した労働者に対し、未払となっている賃
金の一定額（退職前６か月間の定期賃金などの未
払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の８割
相当分）について、政府（独立行政法人労働者健
康福祉機構本部受託）が事業主に代わって立替払
を行う制度。

８．�個別労働紛争解決システム　長崎労働局企
画室所管

◦�総合労働相談コーナーでの情報提供・相談対応

『佐世保労働基準監督署について』

　佐世保労働基準監督署長
　	　熊崎　広幸	様

１．組織
厚生労働省→長崎労働局（全国47労働局）
　　　　　　県内６労働基準監督署
　01 長崎労働基準監督署
　02 佐世保労働基準監督署
　03 江迎　04 島原　05 諫早　06 対馬

２．管轄（１市３町）
佐世保市（江迎町、鹿町町を除く）、東彼杵郡波
佐見町・川棚町、北松浦郡小値賀町
　適用事業場 13,650　適用労働者 125,763人

（平成21年経済センサス）

３．署内組織
署長　次長
監督課（旧第1課）… 主に労働基準法関係（臨検監

督など）
安全衛生課（旧第2課）… 安全衛生関係（検査・個

別指導など）
労災課（旧第3課）…労災保険関係

４．官職
◦ 労働基準監督官（署長・次長など7人）
◦�厚生労働事務官（7人）
◦�厚生労働技官（1人）

５．主要所管法律
労働基準法：労働条件（賃金・解雇・時間・休日・休
暇等）
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◦ 第2740地区ガバナー 宮㟢清彰さんより広島豪
雨災害の義捐金のお願い

　　一人当たり1,000円を目途依頼
◦ 新会員研修会並びに懇親会予算及び実施内容

について 11月12日㈬
◦ 観月例会について
◦  10月例会プログラムについて

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー、会合・イベント担当部
　2015年度国際大会ご案内
　　 2015年6月6日㈯から9日㈫
　　サンパウロ（ブラジル）で開催

２．一般社団法人ロータリーの友事務所
　 2014年12月号の家族月間の特集用アンケート

の依頼が届いております。
　（雑誌委員長へ依頼しております。）

３．地区ロータリー財団委員会委員長
	 　山田　　晃さん
　 2014-15年度ロータリー財団セミナーのご案内
　　日時／2014年10月12日㈰　10:00～ 開会
　　場所／ 東彼杵町総合会館
　　　　　東彼杵町彼杵宿郷706-4
　　出席者／ クラブ会長エレクト、クラブ次期

幹事予定者・内定者、当年度R財団
関係委員長・理事

４．第2740地区ガバナー事務所
　 ホームページ更新（8月27日、28日、29日、9月1

日）のお知らせが届いております。

５．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
	 会長　加城　一成さん
　「 クラブ現況及び活動計画書・前年度活動実績

報告書」が届いております。

■資金推進・財団・米山委員会	 溝口　尚則
カウンセラー研修会報告
⑴  今年度多額の寄附により、

2740地区では次年度16名に対
して奨学金を出す。

　（本年度は13名）
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◦�都道府県労働局長による助言・指導
◦�紛争調整委員会による斡旋

９　参考サイト（厚生労働省を除く）
◦こころの耳 http://kokoro.mhlw.go.jp/
　　働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
◦明るい職場応援団
　http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
  　 みんなで考えよう！職場のパワーハラスメント
◦長崎産業保健総合支援センター
　https://www.nagasaki-sanpo.jp/

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　佐世保労働基準監督署長　　熊崎　広幸 様

■田
た ぐ ち

口　恵
けいすけ

介
㈱商工組合中央金庫 佐世保支店
支店長
推薦者：円田　三郎
　　　　田中丸善保
カウンセラー：田中丸善保
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会
　本日入会させていただきます。よろしくお願
いいたします。

 会長　円田　　昭
〔理事会報告〕
◦ 地区大会について
　日時／11月14日㈮ 
　　　　　16:00～ 地区指導者育成セミナー
　　　　　18:00～ RI会長代理歓迎晩餐会
　15日㈯　10:00～ 青少年のつどい
　　　　　12:00～ 点鐘 本会議
　　　　　14:30～ 記念講演「竹田恒泰氏」
　　　　　16:05～ 本会議 点鐘
　　　　　18:30～ 記念懇親会
　16日㈰　記念ゴルフ大会
　　　　　7:35 スタート
　　　　　長崎国際ゴルフ倶楽部（諫早）

幹 事 報 告

委員会報告

例 会 記 録

会 長 報 告

入　会　式



⑵ 学生に対するセクハラには充分注意する。
⑶  学生１名に対して米山より４万円各世話クラ

ブに入金がある。
⑷  学生は９月、２月にレポート提出の義務があ

る。このレポートが各世話クラブにくる。
⑸  今年度のChiさんの卓話は、10月28日（佐世保

西クラブ）、10月21日（北松浦クラブ）の2ヵ所
で行う。

■ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　福田　金治
新会員研修会のご案内
　日時／2014年11月12日㈰
　　　　研修会 16:00
　　　　懇親会 18:30
　場所／アイトワ

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
観月例会のご案内
　日時／2014年9月10日㈬
　　　　18：30～
　会場／富士国際ホテル 屋上
　　　　（雨天の場合は2階）

■親睦活動委員会	 小川信次郎
第2740地区 職業奉仕部門研修セミナーご報告
　8月30日㈯、武雄市にて開催さ
れた今回のセミナーは、宮㟢ガバ
ナーをはじめ、総勢約170名のメ
ンバーが参加して行われました。
　佐世保RCからはR奉仕プロジェ
クト委員会の黒木政純委員長と、
入会3年未満の会員として岡村一郎さん、山口剛
史さん、大神吉史さん、小川の計5名が参加しま
した。
　特別講演では尼崎西クラブに所属されてい
る、第2680地区パストガバナーの石井良昌さん
が講師となり「ロータリーの樹」、「人道的な奉仕
活動」という 2 つのテーマで1時間20分にわたり
講演されました。
　ロータリーの原点である『親睦』と『事業の発
展』について話される中で、アーサー・フレデリ
ック・シェルドンの職業奉仕の理念『自分の職業
を社会に奉仕する目的を持って職業を営むこ
と。継続的に顧客をリピーターとして確保する
こと。(He profits most who servis best.）』の実
践が大切であることを強調されておられました。
　また、ロータリーはESSであるというお話の
中では〔EはEnjoy（楽しもう）、SはStudy（学ぼ
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う）とService（奉仕しよう）〕、ESSを実践する
にあたり感性的な親睦でただ楽しむだけではな
く、精神的な親睦につながる参加、（つまり、自
分の足らざるところを他のロータリアンから学
ぶ姿勢を持つことが大切で、船に例えると、乗
客としてただ行動を共にしている［join]のではな
く、船員として運航業務を担当して働いている

［participate]というような姿勢での参加）が大切
であるということをお話しいただきました。
　今回のセミナーでは、ロータリーの目的や活
動、職業奉仕の理念など学ばせていただきまし
た。改めてロータリークラブの素晴らしさを感じ
ているところです。今後のロータリーの活動にお
いても、今回学んだ奉仕の理念を踏まえ、積極的
に楽しんで参加して参りたいと考えております。

■ローターアクト委員会	 大神　吉史
長崎国際大学RAC 8月の活動報告
⑴ 松浦公園の夏祭りへの参加
　　2014年8月8日㈮
⑵  ホテルオークラJRハウステンボス

のチャリティーバザーへの参加
　　日時／2014年8月27日㈬・28日㈭
　　目的／ ホテルオークラさんの主催するチャリ

ティーバザーのお手伝いに参加
　 　このチャリティーバザーは、難病で闘う子

供達一人ひとりへ夢をかなえる為に設立され
た基金です。この収益金は、世界的ボランティ
ア団体である一般財団法人メイク・ア・ウィッ
シュオブジャパン日本支部に寄付されます。

⑶  例会：2014年8月28日(木)
　 　このチャリティーバザーの後、この活動の

感想やこれまでのアクト活動についての反省
点、不足している点を討議しました。

　 　ホテルオークラ松本淳也会員より、綿菓子
の機械を当日のお礼として頂きました。今後
の学園祭などで利用させて頂きまして、クラ
ブ収益にしたいと思います。大久保利博青少
年委員長、増本一也委員長には、大変有意義
なアドバイスを頂きありがとうございました。

　※ 本日の回覧資料の中に、彼らの作った事業報
告書を入れております。ぜひご一読ください。

⑷  9月例会案内
　　日　時／2014年9月25日㈭　18:30
　　例会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　　登録料／2,500円
　※出席されますとメークアップにもなります。
　　是非皆様のご参加をお待ちしております。



松尾　慶一さん
　8月30日の朗遊会におきまして、Wペリアのお
かげでなんと思いもよらぬ優勝をさせて頂きま
した。後の組の皆さんから黒いシャツ姿の文隆
さんが黒松尾、白い帽子の私が白松尾とあだ名
をつけられて見守って頂いたおかげで、黒松尾
こと松尾文隆さんも準優勝でした。ありがとう
ございました。白松尾より。

圡井　弘志さん、松尾　文隆さん
　朗遊会で入賞しましたので。

	 朗遊会幹事　坂本　　敏
第1回 朗遊会の結果報告
　1位 松尾慶一さん、2位 松尾文隆さん、3位 
圡井弘志さんでした。（下記に成績掲載）
　第2回目を10月4日㈯ ソロプチチャリティコ
ンペ内で開催いたします。
　あと、遅れましたが、入会申込書を今度メー
ルボックスに入れておきます。

	 親睦活動委員会　松本　淳也
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、城島　一彦さん
川口　博樹さん、梅村　良輔さん
松本　由昭さん、佐々木秀也さん
松瀬　茂雄さん
　佐世保労働基準監督署長 熊崎広幸様の卓話に
期待して。

橘髙克和さん、福田　金治さん
下田　弥吉さん
　商工中金 田口恵介支店長の入会を歓迎して。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　池本　仁史）

＊9月  例会予定＊

 9月17日 佐世保市役所　国際政策課　

 　　研修員　　　蔡
さい

鷺
ど

芳
ほう

 様
（中国福建省　廈門市）

 9月24日 佐世保市役所　国際政策課  　

 　　国際交流員　李
い

載
ぜ う

宇 様
（韓国  ソウル特別市）

ニコニコボックス

朗遊会より

ニコニコボックス 本日合計 　16,000 円

 累　　計 243,000 円

◇

 順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET GROSS順位
 1 松尾　慶一 40 43 83 14.4 68.6 1
 2 松尾　文隆 46 47 93 22.8 70.2 5
 3 圡井　弘志 47 53 100 27.6 72.4 13
 4 大神　邦明 46 49 95 21.6 73.4 8
 5 大久保利博 44 39 83 9.6 73.4 2
 6 米倉洋一郎 45 42 87 13.2 73.8 4
 7 安福鴻之助 47 47 94 19.2 74.8 7

第1回 朗遊会の結果　　参加者数 17 名・ダブルペリア方式


