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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 我らの生業 

 

四つのテスト唱和 加藤 勉 会員 

 

会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。10 日～

14 日の間アトランタで国際大

会が開かれています。津田パ

ストが参加されお土産まで頂

きました。後程その報告をお

聞きしたいと思います。 

さて、今月はロータリー親睦活動月間です。

この時期にこの月間テーマと云うことはどういう

意味なのでしょうか？ 2 週にわたり次年度に向

けてのクラブフォーラムを行いました。次年度の

方針、計画を発表して頂きましたが、次年度の
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各部門・委員会がそれぞれ会議を開いて親睦

を通してスムースにスタート出来る様にという意

味でもあるのだと思います。大いに親睦を図っ

て坂口年度がより楽しい 1 年になるよう盛り上げ

て頂きたいと思います。 

そして先週アンケート用紙を皆さんに渡しまし

た。必ず回答をお願い致します。アンケートの

内容以外のご意見が有りましたら、用紙の余白

また裏面でも結構ですからご記入ください。結

果をまとめて次年度以降に生かしてまいります。 

昨日クレア 3F大会議室におきまして『鴻巣地

区警察官友の会』の総会に新入会員として出席

いたしました。新会長になられた（株）直徳の岩

上社長のお誘いで入会しました。当クラブからも

数人の会員の方が参加されていました。米山鴻

巣警察署長の挨拶の中で鴻巣管内での振り込

め詐欺が 31 件被害額 3800 万円、死亡交通事

故者 3名、1日の 110番件数約 30件とありまし

た。また金融機関の協力による被害防止金額が

約 14 億円あったそうです。金融機関のファイン

プレーに拍手を送りたいと思います。米山署長

は署員に対して「ABC を忘れるな。」と再三にわ

たり言っているとのことでした A…当たり前のこと

を、B…ボ～とせずに、C…ちゃんとやる。だそう

です。「地域住民のための警察」、市民ファース

トを徹底すると仰ってました。気さくな感じの署

長さんでした。機会が有れば卓話にお呼びして

は？と思いました。 

話が変わりますが、「女系天皇」の議論が有り

ます。皆さんはどのようにお考えでしょうか？ 2

千数百年にわたり守られて来たある意味では日

本の根幹に関わることが覆されようとしていま

す。 

確かに今の天皇家のままでは男子が少なく

継承が難しいと言えるでしょうが、戦後昭和 22

年に皇籍離脱された 11宮家（うち 4家は男系男

子が居ない）を皇籍復帰させればこの議論は瞬

く間に解決できる話です。11 宮家とは伏見宮、

閑院宮、山階（やましな）宮、北白川宮、梨本宮、

久邇宮、賀陽（かや）宮、東伏見宮、竹田宮、朝

香宮、東久邇宮 □の 4家は男系男子が絶えて

いるそうです。その他の 7 家で男系男子が何人

いらっしゃるか？約 120 名の男系男子がいらっ

しゃるそうです。そのうち約 90名が 30歳前後以

下という事実を知りました。近現代研究家の水

間政憲氏と「日本の心」代表で参議院議員中山

恭子さんの対談の中で天皇家の系図を示して

明らかにされています。もっと情報を出して正し

い判断をしてほしいと願います。 

さらに種子法廃止法案、これに伴う農業競争

力強化支援法の成立にしても同様です。日本

の食糧安全保障は何処に行ってしまうのでしょ

うか。森友学園や加計学園問題の裏で重要な

問題があっさりと通過しています。移民問題、朝

鮮半島、中国関係等目を向けるべき問題が差し

迫っているはずなのに・・・情けない。と感じるの

は私だけではないと思います。政治の話はロー

タリーには馴染まないのかも知れませんが黙っ

ているのも歯がゆいばかりです。 

今日は青木会員の卓話です。楽しみに聞か

せて頂きます。 

本日も宜しくお願いします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 6月 7日（水）18時 30分よ

り大正家にて下期のパスト会長

会開催されました。 

2. 6月 10日（土）6時 30分よ

りふるさとの杜の会員 12 名参

加のもと除草作業を行いました。

小畑会員の事業所の従業員 3 名に手伝っ

ていただきました。 

3. 6月 28 日（水）最終例会を 18時より和風レ

ストランときにて開催いたします。皆さまの参

加をお待ちしています。 
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お客様挨拶 

地域ふれあい実行委員 第 4回サマスマ 2017 

    実行委員長 野口芙実子 様 

この度は貴重なお時間を頂き

ありがとうございます。 

私 NPO 法人就労支援スマイ

ルワークの野口芙実子と申しま

す。本日は夏祭りの PR でお伺

い致しました。当法人は障害の

ある方の就労支援・職業訓練を実施しておりま

すが、多年間、様々なイベントを行っております。

今回の夏祭り「サマスマ 2017」もその一つでメン

バーの楽しみ・地域との繋がりを創るため開催

を致します。より多くの方にご参加を頂けるよう、

今年度はエルミパークで開催をすることとなりま

した。衰退する盆踊りの文化を継承しつつ、地

域の活動団体や日本 3 大太鼓といわれる助六

太鼓もお呼びしておりますので、是非お時間の

ある際はご参加をいただければと思います。 

ありがとうございました。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 石井英男 委員長 

梅雨に入り草が生えるのが

早い時期です。 

6月 10日（土） 上谷ふるさ

との杜除草作業に早朝 6時半

より会員 13 名と旭科学㈱スタ

ッフ 3名の計 16名参加してい

ただきました。皆様のお陰様できれいになりまし

た。 

社会奉仕委員会 寺西修身 会員 

日赤よりの連絡 

本年度の日赤の献血活動

奉仕団体 8団体内に表彰対象

として決定しました。 

7月 28日（金）午後 1時から

埼玉会館にて表彰されます。 

会員卓話 

青木日出光 会員 

“ロータリービジョン”としてス

タートした会員卓話ですが、私

がロータリアンとして社会貢献

出来る期間も限定されており、

地元に根付いて活動されてい

る他の先輩会員とは貢献も

微々たるものです。 

個人的に地位や経済力が突出していれば、

もっと違った活動ができると思いますが、サラリ

ーマン期間限定ロータリアンとして、自覚と誇り

をもって限られた期間は全力で活動したいと考

えています。 

卓話については、先輩方のアドバイスに基づ

いて全ての会員の皆様とは言いませんが多くの

会員の皆様が少なからず興味を持たれている

税金特に相続税にかかる話をさせて頂きます。 

本部の「事業承継対サポートチーム」に 10 数

年前に所属しているころ様々な地域の講演やロ

ータリーの外来卓話を頼まれて対応したときに

最も喜ばれた話だと自負しています。本来 2 時

間くらいで説明する必要のある話を限られた時

間で行いますので、消化不良や説明不足にな

るのは承知の上でお話しさせて頂きます。 

話の中で一つでも新しい知識として、例会場

から持って帰っていただけることを願ってお話し

させて頂きたいと思います。 

今日の話のポイントは、主に 5つ。 

① 自社株式の評価は、自社の業績や資産だ

けでなく、経済環境に左右される。 

② 自社株式の評価については、自身でベン

チマークを持つ。 

（他社と比較しても意味がない・毎年続ける

ことが大切） 

③ 株価対策・相続対策のベストのタイミングは、

税負担が少ない時で無く、出来る時がベス

ト。 

“日本の税法は、約半分を国に納めないと

自分のものにはならない” 
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“非課税や納税猶予は、後々高く付くことを

知る” 

④ 純粋な個人資産と自社株の承継は、別の

話。（会社法・議決権を意識） 

“複数の子供に平等な気持ちは正しいが、

自社株平等は不幸を招く” 

⑤ 自社株・相続対策は、内緒で行うのでなく

一緒に見せながら行うことが次世代へ繋が

る。（教育の一環） 

質問や続きを知りたい会員は、喜んでお伺い

いたしますのでお時間の準備だけお願い致しま

す。 

 

地区出向者報告 

津田健三 会員 

アトランタ国際大会帰朝報告 

アトランタ国際大会へ参加し、

昨日無事に帰国しました。 

皆さんクラブからお餞別を頂

戴し、ありがとうございました。

御礼には不足なのですが、次

年度大貫年度のバッヂとソリッ

ドミルクチョコレートをお土産に用意致しました。 

大会前日のガバナーナイトにはいつもより多く

200名幾のロータリアンが参加し、浅水ガバナー

の御苦労様会、大貫エレクトの激励会をして参

りました。 

アトランタの会場は非常に広く、後楽園球場

の約 2 倍の建物でした。アトランタの街はジョー

ジア州人口 1,200万人、街の人口は 650万人、

主都（州の）です。1996 年のオリンピックの開催

地でもあり、コカ・コーラの歴史を紹介すると共

に、来館者が世界中のコカ・コーラ社製品の試

飲をできるようになっているワールド・オブ・コカ・

コーラ等、アトランタには芸術や歴史をテーマに

したいくつもの美術館・博物館がありました。20

世紀初めに建てられた家具王ローズの家や、

「風と共に去りぬ」の原作者マーガレット・ミッチ

ェルの家も、それぞれ国家歴史登録財に指定さ

れ、博物館になっています。 

今回の旅は、カルフォルニア州からジョージア

州へと東部から西部への横断をする行程でした

ので、非常に疲れました。しかし、日本の 25 倍

の広さもあるアメリカを実感することが出来、写

真集に良く出ている ①アンテロープキャニオン

②モニュメントバレー ③ザイオン国立公園を観

光してきました。 

地球が誕生してからの地形の変化、隆地して

から風雨にさらされて育った奇岩、アンテロープ

キャニオンの洞窟内部と本当に素晴らしかった

です。写真が出来上がったら、是非ともご覧に

なってください。 

また、アメリカには不毛の地も非常に多く、砂

漠地帯と同じように、乾燥に非常に強い小さな

円形の回転草と呼ばれる草をたくさん見かけま

した。直径数十センチのボールのような形になり、

枯れると茎が折れ、風に吹かれて地面を転がり

ながらタネを飛ばすのが特徴のようですが、これ

が大量発生し環境問題にもなっているとのこと

でした。現地の案内人いわく、非常に雨の少な

い（乾燥地帯）の地方が多く、更に近代乾燥が

進んでいるとのことでした。この不毛地帯をバス

で合計 3 日間、乗り継ぎの飛行機も含めて

1,835ｋｍ以上走り、アトランタへ入りました。 

いずれにしても、大自然の変化、何億年もの

間に地表がこうも変化するものか、費用も二人

で 316万円と高かったけれども興奮の連続で疲

れてはいたが、非常に楽しい旅となりました。 
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出席報告          山口光男 委員長 

 

 

 

スマイル報告  寺西修身 副 SAA 

 

 

前回までの合計 728,943 円

本 日 の 合 計 26,000 円

次回繰越金合計 754,943 円  

 本日 修正 

 6月 14日 6月 7日 5月 31日 

 1198回 1197回 1196回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21 23 19 

欠 席 数 11 9 13 

例会出席率 71.88% 71.88% 59.38% 

Ｍ Ｕ 数 1 1 2 

合計出席数 22 24 21 

出 席 率 68.75% 75.00% 65.63% 

個人スマイル  野口芙実子様 

本日宜しくお願いいたします。 

スマイル 1  青木日出光会員の本日卓話、 

宜しくお願いいたします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・間

室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・大澤二三

夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・

田邊 聖会員・寺西修身会員・細野潤一会員・木下純一

会員・青木日出光会員・宮内たけし会員・松村豪一会員 



6 / 6 
 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

6月 21日

（水） 

第 1199回通常例会 

会員卓話 今年度新入会員 

自己紹介 浅見卓也会員 

6月 28日

（水） 

第 1200回移動例会 

最終例会・懇親会 

17:30 受付  18:00 点鐘 

和風レストラン とき 

7月 5日

（水） 

第 1201回通常例会 

新年度指針発表 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

7月 12日

（水） 

第 1202回通常例会 

地区役員表敬訪問 第 5Gガバ

ナー補佐 池田様 

会員卓話 井上脩士会員 

花チャリティー 

7月 19日

（水） 

第 1203回通常例会 

会員卓話 間室照雄会員 

7月 26日

（水） 

第 1204回移動例会 

バーベキューパーティー 

会場：サニベル 

8月 2日

（水） 

第 1205回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

地区出向者報告 

花チャリティー 

8月 9日

（水） 

第 1206回通常例会 

ガバナー公式訪問 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 


