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 各部長挨拶と今年度指針  

クラブ強化部長 水野 泰雄君 

集中豪雨で亡くなられた方にお悔や

み申し上げます。コロナ対策でスピー

ドと変化が重要になっている。リモートワークも前

から言われていたのが、あっという間に広まった。

強化も、スピード感を持って各委員会の声を集めて

会長に上げ、機会のドアだけでなく、会員の心のド

アも開けていければ。 

例会運営部長 柄澤  堯君 

明るく安全な例会づくり。4 つの委

員会の皆さんは、毎週の例会実施にな

くてはならない存在です。 

 7 月 8 月の例会は会場等変動が大きいので、説明

しておきます。 

 来週 7/21 例会場は 2 階『千曲の間』、翌週 7/28 は

3 階『信濃の間』、8/4 ガバナー訪問 3 階『信濃の間』、

8/11 は休会、8/18 以降は 2 階に戻って例会を続けて

いく予定です。 

奉仕プロジェクト部長 清水 一典君 

昨年から各委員会とのコミュニケー

ションをとって、地域貢献を進めていく

という方針だったが、十分にできなかっ

たので、今年はぜひ実行したいと思った

のですが、コロナ禍なので、どう進めていくか。メ

ール等でコミュニケーションを取っていきたい。 

R 財団委員長も兼任しています。今年補助金事業

は行わない。今後の活動については、前任の中澤さ

んがアンケートを取って決めたやり方を参考に、皆

さんの意見をいただきながらやっていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
コロナ補助金について 

     
会長  中澤 信敏君 

      

コロナ禍で出ているいくつかの

補助金についてお話しします。 
まずコロナのこともあり国民全

員に給付された 10 万円ですがみな

さんはもうすでにお使いになりましたか?うちは、

家族揃うと 50 万いただきました。この使い道は

またの機会にお話しするとして、その他には、売

上が前年度比 50%以下の企業に 200 万円、個人事

業者には 100万円いただける持続化給付金があり

ました。これは、給付金でして補助金とは異なり

ます。また、雇用調整助成金もありますね。これ

は今のところ 9 月末までとのことですが、ここま

でに経済が回復できているか非常に心配です。当

社は、両方ありがたくいただいております。 
今回お話しさせていただきたいのは、それとは

また違う補助金です。補助金についての考え方、

取り組み方は人それぞれで、うまく利用する方と、

手を出さないとおっしゃられる方、全く必要ない

とおっしゃる方がいると思います。 
そのため全ての方にお勧めするお話しではあ

りませんが、もし、興味のある方がいましたら、

今がその取り組むタイミングですので、お知らせ

させていただきました。 
まずは、私があまり詳しくない IT 補助金です

が次回締め切りでトライアルしてみようと思って

います。IT ツール(ソフトウエアなど)や機器レン

タルが対象です。このコロナ禍により、非対面や

テレワークがキーワードになり、IT 化が促進され

ています。そのツールを導入するには非常に有利
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な補助金だと思います。また、業務効率化や、販

売促進、事業拡大などで使用するシステムは、か

なり高額なものがあります。次世代への投資とし

て考える場合、このコロナ禍でこの補助があれば

次の事業展開のステップへ移行しやすいと思いま

す。 
確か最も条件が良い状態で事業予算の 3/4 の事

業補助で、その補助額が上限 450 万円までです。

ただし、導入するには、具体的に導入したいツー

ルと、その提供できる企業が見つかっていないと

難しいと思います。過日 7 月 10 日が最終締め切

りだったのですが、締切直前であと 2 回機会が増

え、今月末と、来月末に締切が延長されました。

前から気にしていたシステムなどがあれば、すぐ

にその業者に連絡を取り、ベンダー登録をしてあ

るかと、手続きについてどうすれば良いかご確認

をしてみてください。 
次に、小規模事業者持続化補助金です。 

名称が持続化給付金に非常に似ているため、もう

すでに済んだと勘違いされている方もいると聞き

まして今回お話しさせていただきます。こちらの

対象者は、業界によって社員数により対象者が異

なりますが、20 名を超える企業は対象外です。 
この補助事業をご紹介したのは、補助の対象範

囲が非常に実益に結びやすく、幅が広いためです。 
補助の対象は、宣伝広告費、店舗改装などで使え

ます。宣伝広告費は、チラシ、ホームページ、イ

ベント出展経費、折込や新聞広告代、WEB 広告費

も対象になります。店舗改装費は、飲食店でのシ

ョーケース、トイレ改装、調理器具も対象です。

さらにコロナ対策での消毒消耗品や飛沫感染対策

のアクリル、消毒噴霧器なども対象になります。 
 補助額は、事業費の 3/4、用途の条件付きです

が、上限 200 万円です。この金額を目指すのであ

れば、締め切りは 8 月 7 日着です。今年度この後

に継続しますが補助の金額が下がるようです。ま

た、この補助金は事前に会議所に関わっていただ

く必要があるため、早めにご相談いただくことを

お勧めいたします。 
そのほか、ものづくり補助金や、労務関係、人

材育成関係でも補助金が出ていることは聞いてい

ますが、特に今年はコロナの影響が出ていまして、

例年よりも補助率が高くなっているようです。 
また、補助金ですので、すべてが採択されるわけ

では無いです。ただ、この状況なので、今まで通

りで行かない時代を迎え、新たな何かに取り組む

ための資金補助は有効に利用したいですね。 
 条件が様々あるはずです。詳細は専門家の方に

お問い合わせください。 
 

               吉田  穣君 
１．ＲＩより 
  ・第１９回ロータリー全国囲碁大会のご案内 
２．地区事務所より 
  ・2020-21 年度地区大会開催について 
  ・南佐久ロータリークラブ例会場移転のお知らせ 
３．2019-20 年度地区ローターアクトより 
  ・ローターアクト活動誌 
恵送 
１．上田西 RC 様、桐生赤城 RC 様・・・会報  
全会員配布物 
１.  2020-21 年度当クラブ計画書 
２． 当クラブ会報(ファイル付き)  第 1061 号 
３． ロータリーの友 ７月号 
４． ガバナー公式訪問のご案内 

西澤 文登君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  24 5 0 79.17％ 
前々回 27 3 1 92.59％ 
山崎芳雄君  本年度初参加です。本年もよろしく

お願い致します。 

齊藤 仁君  中澤会長殿よろしくお願いいたしま

す。 

笠原 一洋君 柄澤  堯君 北村 久文君 
宮原 宏一君 宮澤 広一君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 文登君 斉藤惠理子君 
杉山  裕君 田中 栄一君 横沢  正君 
吉田  穣君 清水 一典君 合原 亮一君 
湯原  剛君   
 
ニコニコ BOX 喜投額 7/14 例会 25,000 円 

今年度累計 72,000 円 目標達成率 8.00 % 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□斉  唱    なし 
□委員会報告 
 
   広報情報委員長 横沢正君 
    『ロータリーの友紹介』 

納涼夜間例会 

前年度の慰労も兼ねて、今年度は会員のみで開催いたしま
す。お酌 NG など感染症対策にご協力いただきながらも、
楽しい会といたしましょう！ 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

7 月 28 日 例 会 予 定 


