
長時間労働の問題や
働き方改革などによっ
て様々な働き方や、働
く時間が多様化されて
きているようです。
雇用形態の面では大

きく分けて正社員と非正社員があり収入面での
安定がある一方で、就業形態自由が利きにくい
のが正社員でした。しかしながら最近では就業
形態も多様化が進んでいるようである意味うら
やましい部分もあります。
変形労働時間制
労働基準法32条では、労働時間の原則を１日

８時間、１週４０時間と定めています。変形労
働時間はとは原則にある法令労働時間を業務の
繁忙期、閑散期に応じて配分することが出来る
例外制度です。
１週間単位の変形労働時間制：小売業や旅館、

飲食店など対象期間を1週間と定めて、1週間当
たりの労働時間の平均が法廷の範囲以内であれ
ば1日10時間まで労働することが出来る制度。
１カ月単位の変形労働時間制：1カ月の間に

繁忙期、閑散期がある業種に適しています。
1年単位の変形労働時間制：季節によって繁

忙期、閑散期がある業種に適しています。ただ
し1日の労働時間10時間、1週間52時間を上限と
し、対象期間が3か月を超える場合、48時間を
超える週は連続3回まで、かつ、3か月間3回ま
でです。
フレックスタイム制
労働者自身が日々の始業時間集合時間をきま

る事が出来る制度で個人業務が中心の職種に適
しているようです。
テレワーク
働く時間だけではなくコロナ禍で定着した、

働く場所の制限をなくすテレワーク。テレワー
クには労働者の自宅で働く「在宅勤務」、オフィ
スや自宅以外の外回りや顧客先、移動中の車内
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など働く場所を選ばない「モバイルワーク」、
本社や支社のオフィス拠点から離れた場所に、
別途設置されたサテライトオフィスなどのワー
クスペースで働く「施設利用型テレワーク」な
どがあります。
少子高齢化の進行と労働人口の減少、長時間

労働や有給休暇の取得率の低さ、結婚出産など
のライフイベントによって職場を離れなければ
ならない問題、あらゆる分野でグローバル化が
進む現代、外国人労働者の数も増えダイバーシ
ティへの対応がますます求められる現代に対応
すべく働き方の選択はまだまだ増える傾向にあ
るようです。

①日本のロータリー100周年を祝う会 記念式
典・祝賀会は、 緊急事態宣言が延長されまし
たこと諸々を鑑み、誠に遺憾ではございます
が対面での開催を見送り、無観客に よる開催

となりました。オンライン視聴、2021年5月2
5日（火）開会13：00 閉会16：30（12：30
配信開始予定）。YouTubeオンライン配信ご
視聴用URL
https://youtu.be/n0S389tUijw

②ロータリー手帳（1冊660円）事務局にて販売
しております。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長

会員誕生日 苗加 真敬 君 5月24日
創業記念日 富澤 克司 君 5月23日

皆出席のお祝い
皆出席10年 入江 公敏 君

南林間中学校青少年育成基金報告
青少年育成基金委員長 藤田 方己 様

標記による青少年育成基金を受給したことを、
次の通り報告いたします。
１気化式大型冷風機３ 台購入
日動気化式大型冷風機 クｰルファン

CF 290N ２４３，５４０円 ３台
熱中症対策として購入し 、体育館に設置し

ました。夏場の体育館は窓やドアを開放しても
熱がこもりやすく、室内温度とともに熱中症指
数が上昇し、市のガイドラインにより活動を停
止することにもなります。
冷風機は保健体育の授業や集会、 部活動の際

に 活用 しました。 ３台配置することで体育館
の広い範囲に 涼しい風を送ることができ、生徒
からも好評でした。取り扱いも水を補充するだ
けで容易にできることも使いやすさにつながっ
ています。

２ ワンタッチテント購入（６万円）
（株）ラックス 大型簡易テント

（６×３ｍ） ５６，４６０円１基
近年の気候は５月から１０月頃まで気温が３

０度を超える日があり、熱中症の リスクは夏場
だけに限らなくなっています。ワンタッチテン
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トは 屋外での活動 の際の日よけとして、 授業
や 部活動 、また９月に行われる運動会の練習
時 から 活用しています。 取り扱いが 通常のテ
ントよりも 手間がかからず 安全 なので、必要
な場面ですぐに設置できることも有効活用につ
ながっています。

「青少年育成基金の生い立ち」
髙橋 政勝 様

1、基金の経緯について
この基金は当ク

ラブの第6代会長故
長谷川清一氏のご
逝去のおり、ご遺
族の方から寄付さ
れたことがきっか
けとなっています。
合わせて当時の積立金額は約110万ぐらいでし
た。故長谷川清一氏は生前青少年の健全育成に
ご尽力をされた方です。特に基金についてはい
ろいろな意見がありました。奨学金として給付
したら、またスポーツに関係する団体に助成し
たら意見がありました。基金をどのようにした
らよいか委員会を設置しその中で進められまし
た。その中ではロータリークラブでの基金は基
本的には行政、教育委員会などから援助を受け
られない事業に対して助成するのがロータリー

クラブの本質である結論になりました。
2、青少年育成基金実施要項
青少年育成基金実施要項を作成いたしました。

平成25年4月、岸幸博会長年度でした。
3、実施要項について
目的～市内の青少年による文化、教養、スポー

ツに健全なる育成を図る。
応募資格 市内中学校
受給者～市内中学窓口（教育委員会と相談し

て決定9校）
支給額～1回30万円限度
選考～中学校の校長会より推薦により申請書

により
受給にあたって～事前計画書を提出し、年度

の終わりに活動成果を報告する 受給期間～
毎年4月1日～翌年3月31日とする
第1回目は平成25年9月に渋谷中学校が受給校

になりました。渋谷中学校は校長会の会長でし
た。
基金を必要とする理由は１、渋谷賞の創設、

2、進学時緊急支給金の給付。
令和3年は9校目になるのではないでしょうか。

今までの支給した中学校報告を見ますと、それ
ぞれの成果があったと報告を受けています。一
応9校で終わりますが、今後はこの基金ある限
りどの様にし有効に活用できるか皆で検討する
ことが必要ではないかと思います。今年度支給
して1校65万円基金があります。
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北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事

皆様こんにちは。今年は早い梅雨入りとなり
そうです。青少年育成の話を聞いて、気持ちだ
けでも清々しく過ごしたいと思います。
入江 公敏 君

皆出席のお祝いありがとうございます。15年
かけてやっと10年です。
藤田 方己 君

髙橋 政勝様本日のスピーチよろしくお願い
申し上げます。

石川 達男 君

青少年育成基金のお話、髙橋政勝様、藤田様、
よろしくお願いいたします。
辻 彰彦 君

本日は、大和中ロータリークラブの大きな柱
であります「青少年育成基金」の生い立ちのご
説明、髙橋政勝様よろしくお願い申し上げます。
所用で途中退出をお許しください。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥6,000 累計 ￥３６５，０００


