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例会開始前の握手会 

司会進行 石井英男 SAA 

 

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  

山口光男 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

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 山口光男 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

クラブフォーラム 

2020年委員会  寺西修身 会長 

委員会報告 

異業種交流 宮城 仁 委員長 

奄美 RC MU報告 井上脩士 会員 

職業奉仕 松本安永 委員長 

その他 馬場知行 会員 

  宮内たけし 会員 

出席報告 田邊 聖 副会長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

こんにちは、8 月も末となり、

今月は猛暑と台風の影響が著

しい月でした。 

いよいよ 9 月は中川ガバナ

ーと山口ガバナー補佐をお迎

えして 9月 12日に公式訪問、

ご指導を頂きます。会員全員の参加を宜しくお

願いします。 

さて、8 月から改定された医療保険制度につ

いてご説明致します。 

① 高齢者の所得に応じて負担額が大きくな

る。 

② 食事代、居住費の値上げ 

③ 差額ベッド代の増加、適用拡大 

④ 高齢者の高額療養費の自己負担額の引き

上げ（70歳未満と 70歳以上で違い有り）原則

69歳までは自己負担 3割、70歳～74歳は自

己負担 2 割、75 歳以上は 1 割ですが、所得

に応じて自己負担限度額に差が有ります。 

70歳～74歳では高額療養費の限度額は 

月収 28万以上 53万未満  80,100円＋（総

医療費―267,000円）＊1％ 

月収 53万以上 83万未満 167,400円＋（総

医療費―558,000円）＊1％ 

月収 83 万以上      252,600 円＋（総医

療費―842,000円）＊1％ 

住民税非課税者       35,400 円（変更

なし） 

また、70 歳以上の外来毎の自己負担限度額

は年収に応じて自己負担変更 

一般～通院 18,000 円、入院および通院（世

帯単位）～変更なし 

年収 370 万～ 790 万未満  80,100 円＋

（総医療費―267,000円）＊1％ 

年収 790 万～1,160 万未満 167,400 円＋

（総医療費―558,000円）＊1％ 

年収 1,160万以上      252,600円＋（総

医療費―842,000円）＊1％ 

多数回（4回目以降）上限は 

一般～44,400円 

現役並み（課税所得 145万円以上）44,400円 

  （課税所得 380万円以上）9,300０円 

  （課税所得 690万円以上）140,100円 

入院の食事代負担増 1 食当たり 460 円～1

月単位で 30日＊3食＝41,400円 

70 歳以上収入が年金のみ、又は 1 人暮 80

万未満、2人暮 160万以下は 

食事負担 100円/回～1月単位で 100円＊3

＊30日＝9,000円 

65 歳以上の療養病床に入院～食事代＋居

住費の一部自己負担 

 1 食 460 円＋居住費（光熱費等）1 日 370

円～１月当たり 52,500円 

差額ベッド代（10割負担）～3.4人部屋でも必

要、病院毎に負担額違う。 

その他雑費（衣類、タオル、洗面用具、スリッ

パ、ＴＶ、本、雑誌、見舞交通費、食事 

やはり、短期入院以外は民間の医療保険で

賄うのが良いのでは？ 

 

8月 29日は何の日？ 

① 文化財保護法制定～国宝、重要文化財の

保護で 1951年に制定 

日本の文化財は幕末、第２次終戦後に莫大

に海外に流失して戻らない。 

② 焼肉の日 全国焼肉協会が 1993年制定。 

③ ケーブルカーの日 1918 年大阪電気軌道

の子会社生駒鋼索鉄道が奈良県生駒山の

鳥居前～宝山寺間で日本発のケーブルカ

ーを開業させた。 

④ 秋田県の記念日～廃藩置県で明治 4 年に

（秋田県）の名称を使用、1965年に制定 

⑤ 歴史： 

1579 年松平元康（家康）の正室築山殿を殺害

（信玄に加担の疑い？） 

1842 年 南京条約締結により中国の清がイギ

リスに負けアヘン戦争終結、上海など 5 港

を開港、香港をイギリスに割譲した（1999 年
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末まで続いた） 

1910 年（日韓併合条約）発効。韓国の一切の

統治権を日本に譲与。名称を朝鮮に改称、

朝鮮総督府をソウルに設置した。 

1949 年ソ連が中央アシアのカザフスタン砂漠

で初の原爆実験実施。 

1959 年 三井鉱山の労働争議開始（石炭産

業の斜陽で希望退職、三井三池争議） 

1989 年 三井銀行と太陽神戸銀行が合併合

意、翌年 4月にさくら銀行に改称。 

2001年 国産の大型ロケット H1-A1号機が打

ち上げ。 

以上 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 8／22鴻巣 R C主幹の合

同例会が開催される 

(2) 9／12 ガバナー公式訪問。

皆様の御協力頂き         

100％出席をお願いした 

いと存じます。              

(3) 職業奉仕部門セミナー開催 10月。 

クラブフォーラム 

2020年委員会の報告 寺西修身 委員長 

報告が遅くなりましたが、本

日報告致します。 

基本は 2020 年の東京オリ

ンピックに対して、どのような

奉仕活動ができるか 

会員の皆様と委員会のメン

バーが討議して進めたいと思います。 

委員長  寺西修身  

副委員長 宮城 仁会員 

委員 加藤 勉会員 山口光男会員 

  田邊 聖会員 

活動計画 

1. 2020 年開催の東京オリンピックに向けて、

奉仕活動や応援活動の方法や規模、実施時

期を議論して決めていきたい。 

2. 既に埼玉県都市ボランティアを約 5400 名 

締め切り 9月 30日まで募集しています。 

大会期間中に３日間以上の駅周辺で道案内

や県のＰＲ活動を行う事になっています。 

埼玉県内でもバスケット、サッカー、ラグビー、

ゴルフ等が開催されます。 

清掃活動や、案内、応援活動にも従事してい

きたい。 

3. 2020 年は日本国内でロータリー活動が開

始されて、100年になります。 

本年度も積極的に各クラブとの交流を図り、ロ

ータリー活動を活性化します。 

それに向けた施策が本部から指示が有ると思

いますので、皆様の参加をお願いします。 

4. 東京 2020大会に向けて出場する海外選手

の家族をホームステイで受け入れる家族を募

集しています。この件についてもクラブ内で議

論していきたい。 

以上 

委員会報告 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

異業種交流会について 

るラブの仲間の会社をお

互いに利用することをお勧め

します。お互いの事業を認識

し、互いに繁栄することを願

っています。 

ぜひともご協力のほどお願いします。 

 

奄美 RC MU報告 井上脩士 会員 

8 月 15 日（水）～21 日（火）、

妻と「奄美・加計呂麻・徳之島

旅行」に行きました。15日（水）

夜、名瀬の料理屋「喜多八」で

奄美 RC 会員、喜入厚君と食

事。16 日（木）、奄美 RC 例会

に夫婦で出席しました。喜入

君の計らいで 5 分ほど挨拶することができ、そ
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の中で、「鴻巣水曜 RC30 周年に向けて奄美

RC と鴻巣水曜 RC の友好クラブ締結ができれ

ばいいです、水曜 RC 会員も望んでいます」と

呼びかけました。また、今年 11月に水曜 RC有

志で奄美 RC へメイキャップに訪れる計画です

とも話しました。 

 
 

職業奉仕委員会 松本安永 委員長 

10 月 24 日(水)の例会は職

業奉仕委員会担当の職場訪

問例会となっています。 

以前、当クラブに挨拶に来

られた波多野様が取り組んで

こられた農場を見学させてい

ただく企画です。まだ理事会を通しておりませ

んが、参加費一人 12,000 円位で、バスをチャ

ーターして鴻巣を朝 9 時に出発し、小諸 IC で

降りて、東御市のフレンチレストランで昼食、そ

の後農場見学をする行程になっております。大

人 20 名で見積もりを取ってありますので、参加

よろしくお願い致します。 

 

その他 馬場知行 会員 

8月 25日の宮内たけし会員

の出版記念講演会と祝賀会

に、多くの方にお出席いただ

き盛大に行われましたことを、

当日の実行委員長としてご報

告申し上げるとともに、皆様に

お礼申し上げます。ありがとうございました。 

宮内たけし 会員 

只今、馬場実行委員長か

らご報告のありました通り、皆

様のご協力のもと盛大に行う

ことが出来ましたことを心から

お礼申し上げます。行き届か

ない点も多々あったことと思

いますがご容赦いただきお礼申し上げます。 

 

 

出席報告 田邊 聖 副会長 

 

 

 

 

 本日 修正 

 8月 29日 8月 22日 8月 8日 

 1255回 1254回 1253回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 36 35 35 

出 席 数 23  26 

欠 席 数 13  8 

例会出席率 63.98%  74.23% 

Ｍ Ｕ 数 1  1 

合計出席数 24  27 

出 席 率 66.7% 100.00% 77.14% 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 133,392 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 154,392 円  

 

編集後記 

宮内たけし 

120％の準備 

物事を準備するのに、完全を尽くして１００％の

準備をしても、実際は、行き届かなかったり、ハ

プニングが起きたりで、なかなか満足にはいた

らないものです。 

先日の出版記念講演会の時に、当初はパワー

ポイントを使用して映像でお話ができるよう万全

を期して準備をし、リハーサルも何度も行いまし

た。現場でも、スクリーンを 2 面用意し手頂きま

した。 

開始 20 分前になって、その部屋だけがインタ

ーネットが通じないことが分かったのです。さら

に、たとえインターネットに通じたとしてもスクリ

ーンの位置からして全員にご満足いただける映

像にはならないことが判明したのです。 

急遽、すべてを振り出しの戻し、映像無しの講

話にすることになったのです。一体、いままでの

準備万端は・・・？ 

腹を決め、頭に入った原稿を、言葉のみでお伝

えすることになったのです。 

でも、神様は、助けてくれました。１００％の準備

をしていたから、自信をもってお話が出来まし

た。今考えると、１００％の準備ではだめだという

ことも学びました。 

準備の大切さは１２０％をもって、半ばとするくら

いの心がけが大切なんですね。 

何事も腹を決めることの大切さ、それも準備が

十分できていてできるものと解りました。 

 

あの会場ではそもそも、パワーポイントが使えな

いようにしてくれたんですね。結果的には大成

功でした。使えなくてよかった。 

これは神様が仕組んでくれた成功への手順だ

ったのかもし w3れません。感謝です。 

                         以上 

 

個人スマイル 

宮城会員・・・本日は魚孝鮮魚センターうなぎ弁当ご利

用いただき誠にありがとうございました。 

皆様異業種交流出来ここから始めましょう。必

ず団結できます。 

宮内会員・・・先日な出版記念講演会と祝賀会に多くの

方に御出席いただきありがとうございました。 

会員スマイル １ 

  2012 クラブフォーラムよろしくお願いいたします。 

小林忠司会員・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・

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・成田志津子会員・木下純一会員・

宮内たけし会員・松村豪一会員・星野光生会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

9月 5日

（水） 

第 1256回通常例会 

結婚誕生祝い 

ガバナー公式訪問リハーサル 

9月 12日

（水） 

第 1257回通常例会 

ガバナー公式訪問 

中川高志ガバナー 

花チャリティー 

9月 19日

（水） 

第 1258回移動例会 

夜間例会 １９：００～ 

和風レストランとき 

炉辺会合 

9月 26日

（水） 

第 1259回通常例会 

IM実行委員会 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月 3日

（水） 

振替休会 

(10月 13日鴻巣花火大会) 

10月10日

（水） 

第 1260回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月13日

（土） 

第 1261回移動例会 

第 17回こうのす花火大会 

18：30 開会 糠田グラウンド 

10月17日

（水） 

第 1262回通常例会 

外来卓話 

10月24日

（水） 

第 1263回移動例会 

職場訪問：長野県ワイン農家 

10月31日

（水） 
休会 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


