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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  

松本安永 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

国歌及びロータリーソング斉唱 

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト 松本安永 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  寺西修身会員  石井洙光会員 

山川泰利会員  川邉城治会員 

奥様誕生祝い  坂口典江様  宮城明美様 

松村寿子様  中島明美様 

結婚月祝い  間室照雄会員  宮坂良介会員 

蓮江郁夫会員 

委員会報告 

ガバナー公式訪問準備 

 第 5Gガバナー補佐 山口光男 様 

出席報告 田邊 聖 副会長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「インスピレーションになろう」 

“BE  THE  INSPIRATION”  

第 1256回例会 2018年 9月 5日 

日 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは。9 月に入り

ましたが、まだまだ残暑が続い

ています。昨日から本日にか

けて台風 21 号が日本列島を

駆け抜けて、大風、大雨をもた

らしました。 

1. さて、9 月で忘れてはいけないことが有ります。

大正 12年 9月 1日午前 11時 58分に関東大

震災が発生し、M7.9、関東 6 県、静岡、山梨

に多大な被害をもたらしました。 

震源地は相模湾と聞いています。鎌倉や、

湘南地方にも津波で被害を受けたと聞いてい

ます。特に東京の下町（江東区、荒川区、葛

飾区）は地震後の火砕流で 10 万人以上の死

者を出し、家屋消失 45 万戸、全壊 13 万戸と

大災害でした。その後 94 年経過し、防災に対

する準備が薄れていると思います。記憶に新

しい東日本大震災から 7 年半、熊本地震から

2年、阪神淡路大震災から 23年経過していま

すが、関東は平均 70 年周期に大震災に見舞

われています。いつ、どこで、規模は？日本に

暮らす以上震災や台風、水害は避けて通れな

い自然災害が特に多い国の住人です。日頃

から家族、従業員、取引様、会員皆様と共に

防災意識と準備をしていきましょう。先日の親

睦旅行でも見聞きしましたが、大規模な被害

に対する復興はなかなか捗らず、皆様の義援

金やボランティアが継続して必要です。 

2. 資産形成に対する方法：長期＊分散＊積み

立てが資産形成の王道＋低コストが重要です。

解ってはいても投資に踏み出せない、市場の

変化に耐え切れず保有継続出来ない方が多

い。 

投資信託はここ 1～2年（積立NISA）（IDECO）

≪投資信託の積立）等色々有りますが、日本

は超高齢化社会、人生 100歳時代になりつつ

あります。そのためには高齢者も積極的に資

産形成、資産運用して長生きに伴う資金ショ

ートに備える必要が有ります。 

年金だけでは足りない、社会や家族の支えが

必要になります。２０３５年の推計では６５歳以

上が３５％を超えます。今や６５歳以上をリタイ

ヤ世代とは呼べません。少なくとも７０歳までは

何らかの継続仕事、アルバイト等で生活費を

稼ぎ、労働人口の減少と社会維持の年金生

活の崩壊に備えて社会参画と収入確保が必

要になります。また、自身の資産も定期的に専

門家のお金の診断、見直しをしてもらいアドバ

イスが必要。 

長期運用も平均収益率の注意が必要です。 

信託報酬が 2％では 87％、3％では 66％まで

収益が減少します。元本割れのリスクがあり、

元本を食いつぶす事が多いと理解が必要。 

運用期間が非課税の確定拠出年金、積立

NISA 等の口座開設有ります。長期運用に単

独ではメリットがさほど有りません。複数の運用

手段でリスク分散と収益向上を目指しましょう。

積立投資はよりマイルドで堅実な投資法です。

信用リスクの少ないインデックスのような分散

投資を選択するのは必然ですが、現実的には

投資の初期に全額用意できるケースは少なく、

給与天引き等で積立が多い。一括投資も人生

において何度も実行出来ない場合が多くタイ

ミングリスクが高まり、収益の予測が曖昧になり

ます。 

資産 3 分法に基つき、積立投資も活用する方

が現実に即した合理的投資法です。 

3. ．９月５日は何の日？ 

① 国民栄誉賞の日～1977 年、通算ホームラ

ン数の世界記録 756 号を達成した巨人の王

貞治選手が日本初の国民栄誉賞を当時の

67 代福田首相から受賞しました。因みに前

は三木首相、後は大平首相です。 

国民栄誉賞は前人未到の偉業を成し遂げ、

多くの国民から敬愛され、夢と希望を与えた

個人または団体に与えられる賞です。 

② 9月 6日は私の誕生日でも有りますが、同じ

く秋篠宮家の悠仁親王同じ日です。 
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現在は１０歳になられています。ご姉妹は長

女の眞子内親王、次女の佳子内親王です。 

③ クリーンコールデー（石炭の日）通産省の呼

びかけにより日本鉄鋼連盟、電気事業連合

会、日本石炭協会等が 1992年に制定。石炭

のクリーンエネルギー化技術開発に取り組み、

より二酸化炭素を出さない技術開発を目指し

ています。火力発電所の一般公開有り。 

④ 建築物防災指導週間(9，1～9.30)大正 12

年の関東大震災をきっかけにより耐震建築

の研究開発、耐震瀬能評価、耐震建築を促

進する週間です。余談ではこの震災をきっか

けに女性の下着着用、洋風の服装が促進さ

れました。 

⑤ 歴史では 1871 年に館県、弘前県、七戸県、

黒石県、斗南県が合併して当時は弘前県で

したが現在の青森県の県境が確定しました。 

1905 年にアメリカのポーツマスで日露講和

条約に締結し、日露戦争が終結しました。 

1914 年に初めて日本海軍水上機が当時ドイ

ツの青島要塞を攻撃して空襲した日。 

1945 年のこの日までにソ連軍が北方領土を

占拠した。 

1960 年に池田隼人首相が高度成長、所得

倍増政策を公表、所謂所得倍増計画。 

1962 年～国鉄スワローズの金田正一投手が

当時の通算 3509奪三振記録達成。 

金田氏は通算 400勝の記録も作られました。 

1978年～アメリカのカーター大統領がエジプ

トのサダト大統領とイスラエルのﾍﾞｷﾞﾝ首相を

キャンプデービットに招き、中東和平の合意

署名。 

1995年～フランスが太平洋のフランス領ムル

ロア環礁でｳ地下核実験を実施。約 200回の

大気圏と地下核実験を 1975年以降実施して

います。現在までに 5 大核保有国だけで 2

万回以上の核実験を実施し、大気と地下を

汚染しています。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 9/12 ガバナー公式訪問 

(2) 9/7   R L Iパート 1開

催 木下会員出席 

(3) 9/9  アクトの日清掃ブ

レックファースト交流会 

(4) 9/22 1000日会員の集い 

  宮内・大石会員出席 

(5) 10/4  職業奉仕部門セミナー 寺西会長

松本会員 

(6) 7/２８〜29親睦旅行収支決算理事会に

て承認 

ガバナー公式訪問の日会員は 10時半集合

にてお迎えをお願い致します。 

 

 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

寺西修身 会員 

 
9月で満 62歳になります。2012年 8月に入

会させて頂き、7年目になります。まさかこ

の歳で会長職として皆様にお話をさせてい

ただく機会になるとは、当時は夢にも思いま

せんでした。元気でスポーツに、クラブ活動

も頑張りたいと思います。 
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石井洙光 会員 

 

タンタンタンタンたんじょうび 

1976年9月12日鴻巣で私は生まれました。

42 歳になります。人生の半分が過ぎた所で

す。会長のあいさつにありましたように、人

生 100年時代に向け、お金を大切にしながら、

最後まで肉体を使って、お金を稼ぎます。本

日はありがとうございました。 

奥様誕生祝い 

坂口典江 様 

 

9 月 1 日で 59 歳の誕生日を迎えます。体

調をくずして入院中ですが、手厚い介護のも

と、快適な病院ライフを過ごしております。 

宮城明美様 

 

妻 30年 9月 9日で満 68才元気そのもの、

9月 2日には孫娘と富士山登頂達成。去年は

8合目で酸素ガス欠のためダウン、本年度は

2か月の準備と計画で達成。孫との登山はと

ても楽しく来年も一緒に上る予定です。 

私と 7才の違いがあり、妻は元気で上り坂、

夫は日増しに下り坂。いよいよ現実へ第一歩

まだまだやるぞと気勢だけ 

松村寿子 様 

 

9月 21日で妻は 82歳になります。家内の支

援なくしては 1 日も生活できない状態です。鴻

巣水曜ロータリーの田邊副会長さん、大澤さん、

星野さん、木下さん、寺西会長さん、津田さん

はじめ、鴻巣水曜ロータリーのロータリアンの皆

さんに助けられて、ロータリーに出席している状

態です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

中島明美 様 

 

本日はありがとうございました。本人はこのよ

うな取り組みがあるとは知りませんので、きっと

喜んでくれると思います。ありがとうございまし

た。 
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結婚月祝い 

蓮江郁夫会員 

 

残暑が厳しそうなので身体に気を付けて頑

張ってください。 

「リーダーの資格」アメリカ大統領、ヨーロッパ

のリーダーで、歴史に残ることをした人と、平凡

なリーダーの比較をした研究があり、生活歴を

調べてみると、立派なリーダーとされる人は、ハ

チャメチャな生活をしてきた人が多く、平凡なリ

ーダーは、まじめで、素直な生活をしてきた人

が多いという結果が出たそうです。思い切った

決断ができる人は前者の人達なのでしょう。 

委員会報告 

田邊  聖会員 

皆さまこんにちは。次年

度の親睦旅行の 10月から積

立を始めたいと思います。

詳細はまだ決めていません

が、2泊 3日での旅行ができ

たらと考えています。多く

の皆さまのご参加をお願いいたします。  

ガバナー公式訪問準備 

第 5Gガバナー補佐 山口光男 様 

いよいよ、来週 12 日に公

式訪問になります。皆様に

は、必ず出席をお願いいた

します。特に、新会員は例

会での 100％の出席をくだ

さいますよう切にお願い

します。中川ガバナーが、

当日、黄金のゴングを持参します。点鐘は、

このゴングで行います。これは、日本のロー

タリー100周年を記念して作られたゴングで

公式訪問では、2020 年まで各クラブを巡回

します。 

さて、クラブ協議会の件ですが、発表者は、

年度計画をどのように実現にさせるかとい

うことを重点に、率直にお話いただければと

思います。ガバナーは、クラブ定款と組織、

年度計画等整合性が取れているか確認して

います。また、ガバナー指導ですが部門ごと

にある程度区切りをつけて、4回にしていた

だきたい。関係の委員長さん全員が出席との

ことありがとうございます。それでは、来週

の公式訪問よろしくお願いいたします。 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 9月 5日 8月 29日 8月 22日 

 1256回 1255回 1254回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 36 36 36 

出 席 数 24 21 19 

欠 席 数 11 13 13 

例会出席率 66.67% 58.33% 54.23％ 

Ｍ Ｕ 数 1 2 3 

合計出席数 25 23 19 

出 席 率 69.4% 63.8% 62.8% 

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 154,392 円
本 日 の 合 計 29,000 円
次回繰越金合計 183,392 円  

 

編集後記 

宮内たけし 

納まるべきところに納まるのが一番！ 

最近不思議なことが、2件続けて起きた。 

一つ目は、いま小川町の駅前のギャラリーレス

トラン「エシカル」で亡き母の 104歳慶賀の遺作

展を行っている。母の遺した仏画、書道の作品

である。何れも、70 代から始めた高齢者学級で

学んだ作品である。亡くなった父が表装をして 

残していた作品の数々である。 

先日地元の会社社長が見に来られた時のこと

である。展示物の一つを予約購入されて、しば

らくして、ある非売品の作品（織物の般若心経

の巻物）の前で立ち止まってしまった。じっとし

ばらく眺めた後で、この作品は「納めるべきとこ

ろに納めてあげるのが一番だね」と言いながら、

値段はいくらでも構わないから売ってほしいと

いう。「別に私が所有するためではなく、お寺に

納めたいいんだ」という。考えてみたら、私が自

宅に持ち帰っても、しまっておくか、飾っておく

かでしかない。展示が終わるまで考えておくよう

にと言われた。 

もう一つは、今回の私の本の表紙を飾る岩木山

の絵。「天を駈ける」のＣＤ、ポスターの絵でもあ

るが、今回のために青森県の画家が描いてくれ

たものである。出版記念講演会終了後翌日どう

しても音楽教室を見学したいとの申し出があり、

ご案内した。その時井上画伯は感じたものがあ

ったらしい。この原画は音楽教室に納まるべき

だとの思い、帰るなり額の注文をした。その額が

出来上がって届けられた日に、不思議なことに

私から本 10 冊と、謝礼が届いたのとまったく同

じタイミングであったらしい。そして、いまは原画

は額と共に音楽教室の壁に納まっている。 

 

物はそれぞれの在る場所、居場所にある時一

番幸せなのだという。織物の般若心経はお寺

に、岩木山の原画は音楽教室に、そこが一番

幸せな居心地の良い場所なのかもしれない。 

全ての幸せのためにも・・・・。       以上 

個人スマイル 

松本会員・・・例年にない暑い夏。多くの会員の方か

らエアコンをはじめ放送設備やＴＶ等購入い

ただきありがとうございました。（8 月が決算月

です） 

田邊会員・・・小畑会員より役員保険の提案があり、契

約いたしました。ありがとうございました。 

会員スマイル １ 

   ガバナー訪問準備宜しくお願いいたします。 

津田健三会員・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・蓮江郁夫会員・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・石井洙光・金島安啓・星野光生会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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： 

長野県東御市ワイナリー 

10月31日

（水） 
休会 

11月 7日

（水） 

第 1264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 

花チャリティー 

11月 

10･11日 

(土･日） 

第 1265回移動例会 

地区大会 

浦和ロイヤルパインズホテル 

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 


