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新型コロナウィルスの影響によって、新しく世間に登場した「ステイホーム」！
「家飲み」の機会や、「子供と過ごした」時間が増えた会員たちも多いのではないでしょうか？
青商会世代を対象に広報部が実施したアンケートでも、トップランクインした
この内容で今回は特集をお届けします！
趣味ランキング

第１位：お酒
第２位：ゴルフ
第３位：サッカー
徐吉勝氏の場合（東春守山）
商品名:OS-1
購入できる場所:スギ薬局など
価格:188円
一言:夏の俺の晩酌のお供🏠🍺

洪明貴氏（名港）の場合
商品名：本麒麟
購入できる場所：コンビニ等
価格：100円程度
一言：安くおいしくいただけます！

朴香順氏（南）の場合
商品名:シーバスリーガルミズナラ12年
購入できる場所:酒屋さん、ドンキホーテ、ネットな
ど
価格:3,500円ほど

一言:飲みやすく、口当
たりが滑らかなスコッチ
ウィスキーです❣
美味しいと感じたら、18年も限定販売されているの
で、飲み比べてみてください❣

ハイボールとチャンジャの
コラボレーション★
アルコールに最も合う食材と言えば
朝鮮料理でしょう！その中でも私は
「チャンジャ」を推します！
ハイボールが進みますよ！
河再守氏（中川）

山芋の大葉肉巻き 🍖
チキンサラダと
韓国風冷奴
毎晩、健康的な料理をつくってくれる
妻にいつも感謝しています。
N氏（名港）

結婚当初からの最強おつまみで
す！山芋のホクホク感と豚肉の
ジューシーなハーモニーを大葉が
スッキリとまとめてくれます。キンキ
ンに冷えたビールに最高です！
朴基燮氏（名中）

結婚して良かったことランキング

第１位：子供を授かったこと
第２位：生き甲斐が増えたこと
第３位：最高のパートナーを
手に入れたこと
改めて妻への感謝がこみ上げる！
ダイソーでたまたま
手品マジックのキッ
トがあったので10
個ぐらい買いまし
た。2人とも一生懸
命練習してました。
盆はしばらく行けな
かった実家でハラ
ボジ、ハルモニの
前で披露する予定
です。

元々子供達との時間は多く取ってる方だと思います
が、妻は24時間、つきっきりです。不平を言わず子
育てをしてくれる妻には、感謝しかありません。
崔運栄氏（名駅名西）

子供と過ごす時間＝家族の絆

この期間、一緒に起き一緒にご飯を食べ、DIYで椅
子を作る、絵を書く、一緒に映画を見るなど、当たり
前のようで普段なかなか出来ない事を出来ました。
子供とこれまで以上に時間を過ごす事で、家族の
絆が深まったと思います。まだ幼い子供たちと過ご
せる時間は限られているという事も、改めて考えさ
せられました。
姜聖薫氏（豊橋）

何があっても、我が子を守る！
自粛前は、第一子な
ので外に散歩行った
り、両方の実家に
帰ったり、親戚とか友
達を家に呼んで食事
したりしてました。し
かし、ステイホーム期
間は、外に出歩けな
いという辛い思い出
とか不安の思い出し
かないですね。笑

これから先、生活する上でいろんな弊害がある世の
中になると思うと、大変かもしれないが、どんなことが
起きてもより一層この子を守りたいと思いました。
李彰祐氏（名東）

子供の成長をしっかりとこの目で見る
普段から休日には子
供を連れて出かけて
いましたが、ステイ
ホーム期間は、少し
大きめの公園に行く
ことくらいしかできま
せんでした。
子どもたちもストレス
が溜まっているの
か、カーテンや壁紙
を破られて大変です
(笑)
振り返ると時間は共にしているが、思ってるよりちゃ
んと子供を見れてなかったなと。一緒にいる時くらい
もっと子供を見た方がいいと思いました。
金載晟氏（東春守山）

今回のアンケートは、「趣味」「副業」「結婚について」の３つのテーマで、日本全国の青商会世
代を対象に行いました。皆様、ご協力いただき、ありがとうございました！
アンケート結果の詳細は、コチラです→

東春守山地域青商会
学校愛ではどこにも負けない。「東春愛」が活動力の源
東春守山地域青商会には活動する明白な目的がある。
「学校の為に何が出来るか？？」
学校というのは、東春朝鮮初級学校のことだ。現在、幼稚園から小 6まで
の生徒数は約 30人。学校の草刈りなどの雑用も積極的に行い、朝青、
女盟、総連との交流を深めた上で活動する。
東春守山地域は発足当時から歴代会長
を他の地域出身の先輩が担ってきた。４
代目にあたる会長の徐吉勝さんは根っ
からの守山っ子。

【会員紹介】
後輩に慕われる 金相浩副会長
（写真真ん中）
意見はしっかりと的確な発言。
仕事で参加できないことも多々ある
が、気持ちは人一倍。

青商会を地域の活動の中心に。 先輩方
が作ってくれたこの会を、改めて基盤作
りから立て直す。 これも全て学校の為。
コロナの影響で企画していたイベントはことごとく延期になってし
まっているが、 10月か11月に学校の為の企画を予定している。
これからの東春守山に目が離せない。

おすすめの
シフォンケーキ

ランチ

フワフワのシフォン
ケーキは甘さ控えめ
でいくらでも食べられ
ます
お求めの際は前日ま
でに予約の電話をお
願いします

落ち着いた店
内で美味しいラ
ンチがいただ
けます

お弁当
小物雑貨
店内でかわいい
手作り雑貨の販
売をしています

予約を入れればお
弁当の注文もでき
ます
予算を伝えて、お
店に全てお任せで
作ってもらうことも
できます

店内はゆったりとした落ち着いた雰囲気で美味し
いコーヒーをいただけます。ランチタイムが落ち着
いた 午 後 にはいろいろなレッスンやセミナーを 開
催していることがあります。お店の詳しい情報はイ
ンスタグラムを毎日更新しておりますので、一度ご
覧になってください。

かんカフェ
知多市長浦3-300
TEL：0562-55-3301
営業時間:9:00〜17:00※
※コロナ影響のある現在は 15:00まで
の営業となっています

Instagram

GoogleMap

モーニング:9:00〜11:00
ランチ:11:00〜14:00
休業日:日曜／祝日

コラム

雇用契約書結んでますか？～事業者が知っておくべき措置式～

雇用契約書は労働契約の期間や｢労働時間、賃金の
支払い条件｣など働くにあたって必要なルールが記載さ
れている書類です。多くの企業ではこの書類を雇用契約
時に新入社員と読み合せし、内容を確認した上で契約し
ます。ですが、雇用契約書を絶対に取りかわさなければ
ならないという法律はありません。
しかし、労働基準法第 15条(明示義務)では雇用者側が
労働条件を通知する「労働条件通知書」「雇用通知書」を
書面で明示しなければなりません。絶対に書面で明示す
る必要があるものを｢絶対的明示事項｣と呼び、｢制度｣が
ある場合に書面または口頭で明示する必要があるものを
「相対的明示事項」と呼びます。
これらの内容は｢労働条件通知書｣｢雇用通知書｣でもま
かなうことが可能です。ではなぜ｢雇用契約書｣が必要な
のでしょうか。
雇用者が一方的に労働条件の通知を行う｢労働条件通
知書｣｢雇用通知書｣の場合、記載内容の読み合せ等を
行わないため労働者はその内容を理解しないまま働いて
しまう危 険 性があります。すると働き始めてから「休 日は
もっとあると思っていた」「残業はないと思っていた」などト
ラブルに発展するリスクが生じます。
また相対的明示事項について口頭で伝えていた場合
は｢言った、言わない｣の議 論になってしまい、双 方の損
失 につながりかねません。あらかじめこれらのリスクに 対
策を講じ、雇用者と労働者の間で信頼関係を築くために
も雇用契約書が必要なのです。
絶対的明示事項には「労働契約の期間」が定められて
います。当初定めた期間で雇用契約を終了する場合は

問題ありませんが、継続して雇用する場合は改めて雇用
契約書を取り交わす必要があります。
もしこれをせずに雇用し続けていると、法的には「期間の
定めのない雇用」に移行したとみなされる可能性が高くな
ります。その 場 合 、やめてもらわなくてはならなくなった 時
に「解雇予告」の手続きが必要となり、正社員を解雇する
のと同様の正当な理由が要求されます。
また雇用契約書には絶対的明示事項及び相対的明示
事 項 以 外にも会 社 内でのルールを記 載することができま
す。その場合にトラブル防止のために定めておくべき事項
がいくつかあります。
そのうちの 1つが社内での配置転換や社外への出向な
ど、将来的な人事異動についての定めです。この点につ
いて契約を交わしていなければ、営業職で入社させたもの
の製造職の方に適性があったという場合に、会社の都合
だけで異動させられなくなってしまいます。
社員の故意または過失によって会社に重大な損失が発
生した場合の対応についての事項や、事業不振などで会
社都合の臨時休業をせざるを得なくなった場合の対応な
どについても、雇用契約書に定めておくべき事項です。
確かに、法律上、雇用契約書は必ずしも必要な書類で
はありません。しかし雇用者と労働者の間の信頼感や各種
トラブルの防止のためにも、あらかじめ取りかわしておくこと
が大切です。
絶対的明示事項と相対的明示事項以外にも、トラブルを
防ぐために必要だと考えられる事項があれば追加し、｢より
効率的な｣雇用契約書を作成するように心がけましょう。
（月間商工教室 2020年3月号より転載）

編集後記
第３号を読んでくださって、ありがとうございます。
広報部の企画会議で、「青商会世代が読みたいと思う内容って何だろう？」の一言から生
まれた、今回のアンケート企画。アンケートを行う機会はほとんどないので、最初は、どん
な感じになるのかな？と楽しみ半分、不安半分でした。でも、多くの方のサポートのおかげ
で、今号も無事に発刊できました。情報誌は１人ではつくれません。編集メンバーはもちろ
ん、応援してくれたり支えてくれる方がいて、本当にありがたいです。
これからも、みなさまに楽しんでいただける情報誌を、お届けしていきますね。
（名駅名西地域 李英姫）

ご協賛ありがとうございます！

明
焼肉貴

洞

SNACK 3
TEL:052-893-8817
韓国料理居酒屋ちんぐ
TEL:090-1446-2529

月に２回配信！
愛知県青商会
ライン公式
アカウント

中央青商会第 24回総会及び
青商会結成25周年イベント
2020年9月5日(土)
総会13時～15時25周年イベント16時～17時
新型コロナウィルスの影響により、愛知県内に会場を設け
てオンライン参加となります。
詳細は、決まり次第各地域会長に案内いたします。

