
1 / 9 

 
 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

司会進行 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 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 我らが誇り 

 

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 我らが生業 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 我らが誇り 

四つのテスト 間室照雄 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

表彰 

増強委員会      宮城 仁 会員 

米山記念奨学部門   寺西修身会員 佐々木倉造会員 

外来卓話 

RI2770地区ガバナー 中川高志 様 

出席報告 柿沼洋一 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 12日 

日 
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四つのテスト唱和  

間室照雄 会員 

 

会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、9 月の今

日はガバナー公式訪問日で

す。宜しくお願いします。さて、

本日は年金の件でお知らせし

ます。 

年金は基本的には 2通り有

ります。所謂自己積立制度と互助会制度です。

北欧の年金制度は前者ですが、日本の年金制

度は後者の互助会制度で、現役の年金支払者

が現在の年金受給者を支える様になっていま

す。 

年金制度は S36 年から任意の制度としてスタ

ートしました。戦前も年金制度は有りましたが、

目的は軍備費用の回収目的で、終戦と共に大

インフレとなり、戦前の年金制度は崩壊しました。

当時の平均寿命は男性 65 歳、女性 70 歳でし

た。年金の受給者１人に対し支払現役は 65 人

と恵まれた制度で、保険料も 300円からスタート

したと聞いています。 

年金制度が国民の強制加入になったのは

S62年 4月からで、現在はその比率が 1.68人と

極めて厳しくなっています。H30 の国民年金は

16,340 円/月で H31年度は 16,410円 40年納

める事で老齢基礎年金を額面 779,300 円/年、

健康保険料、介護保険料が各自治体単位の料

率で引かれます。給付要件が色々有りますが、

過去は 25 年以上、現在は 10 年以上の支払い

から年金給付対象になりますが、満額貰うには

40年、10年では 25％、25年では 62.5％の給付

になります。平均して現役世代の年収の 4 割程

度の年金保障しか有りません。老齢基礎年金の

5年繰り上げ（60歳給付）は 30％マイナス、5年

繰り下げ（70 歳給付）は 42％増額します。これ

が一生涯続きます。長生き世代では収入に応じ

て年金の給付スタートを検討必要。 

年金の種類～老齢年金（基礎、厚生、共済）

障害年金、遺族年金、傷病者年金 

年金支払い年齢～原則 65 歳から、男性

（S36.4．1）女性（Ｓ41.4．1）までの誕生日の方

は厚生年金の比例部分を部分年金として貰え

ますが、収入要件が有り、一部停止又は全部停

止の措置が有ります。60～64 歳までは月収 28

万円、65歳以上は 46万円以上になると年金の

支給制限が有ります。 

国民年金～第 1 号被保険者（自営業者、自

営業者の専業主婦、無職、学生等） 

第 2号被保険者（会社員、公務員、教員等） 

第 3 号被保険者（第 2 号被保険者に扶養さ

れる 20歳～60歳未満の配偶者） 

受取年金種類～第 1号と第 3号被保険者～

老齢基礎年金（国民年金） 

第２号被保険者～老齢基礎年金＋老齢厚生

年金 

受取条件～原則 20 歳～60 歳に達するまで

40年間 支給限度は 10年以上 

（過去は 25 年以上必要＋国民年金 10 年以

上＋厚生年金 3年以上） 

免除期間も年数に加算されますが、金額に

は一部しか加算されません。 

収入判定～前年度の年収と交通費、賞与の

月割り、年金支払い予定額を加算して判定。 

60 歳以降の収入や手取り額と間違える場合

が有ります。 

申請～各自の支払い満年齢に達したら各自

の決められた年金事務所に行き、所定の手続き

をしないと給付されない。給付開始当月に申請

して、翌月記算、2月分支払い 

私の場合は 9月に申請して 10月に記算、12
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月半ばに 2 ヶ月分（10、11月分） 

給付有り。但し収入要件オーバーのため、年

金の支給停止。遺族年金も時効 3年有り。 

年金開始の遅れ～原則 65 歳開始だが、最

大 70 歳の誕生月まで繰り上げすると老齢基礎

年金部分が最大 42％アップ。逆に 5年繰り下げ

すると－30％になる。 

日本は将来 70歳開始まで延長検討中、海外

は既に 68歳開始の国もある。 

年金制度～老齢基礎年金＋老齢厚生年金

（サラリーマン）＋厚生年金基金（任意） 

 老齢基礎年金＋老齢共済年金（自治体職

員、教職員等） 

 老齢基礎年金のみ（自営業者、無職、専業

主婦等）＋国民年金基金（任意） 

年金の課税～遺族年金、障害年金は非課税 

老齢年金は雑所得～所得税、住民税の課税

対象 65歳未満は 108万円/年 

65歳以上は 158万円/年超えると課税対象。 

所得税対象～扶養親族等申告者提出～扶

養控除等各種の所得控除有り。 

公的年金以外に収入有る人は確定申告必

要。 

公的年金収入 400万以下かつそれ以外の収

入が 20万以下～確定申告不要。 

遺族年金の受取要件～年金受取前年の収

入が 850 万円以上～遺族基礎も遺族厚生もな

し。 

死亡した人により生計を維持されていた①18

歳到達未満の子②２０歳未満の障害者 1，2 級

の子がある婚姻していない配偶者。再婚で権利

を失う。 

保険料納付期間（免除期間含 9 が国民年金

加入の 3分の 2以上（320月以上） 

死亡した月の前々月までの直近 1 年間に保

険料の未納がない。未納期間が加入期間の 3

分の 1を超えていない事。 

老齢年金の受取る遺族年金は原則 25 年以

上が必要。 

障害 1，2 級厚生年金を受けられる者が死亡

した時の遺族 

障害基礎年金～1 級（974,125 円/年～

125％）2級（779,300円/年） 

遺族基礎年金～18歳未満の子 1人+配偶者

～1,003,600円/年 

年金免除制度有り～申請しないと無理。収入

要件有り。（全額、3/4、半額） 

年金未納～国民年金は今や若者中心に

40％未納有り、しかし、国民としての義務 

障害、死亡等の不測の事態に障害基礎年金、

遺族基礎年金が受けられない。 

将来的に老齢基礎年金を受けられない場合

がある。（強制徴収制度有り） 

厚生年金は 70歳まで支払い可能だが、国民

年金は原則 20歳～60歳までの支払い。 

以上 

幹事報告        成田志津子 幹事 

(1) 9月 9日 アクトの日清

掃ブレックファースト

交流会 

     大宮パレスホテル

にて開催 

(2) 9月 22日 1000日会員

の集い 

(3) 9月 19日 移動例会 

    18時 30分〜レストランとき 

(4) 9月 30日 第 33回ふれあい広場での協

力お願い 

以上 
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表彰 

 

地区会員増強維持委員会より新会員増強 

 

 

米山記念奨学会功労賞 

寺西修身会員 

佐々木倉造会員 

 

 

 

外来卓話 

ガバナー公式訪問 

国際ロータリー第 2770地区 

ガバナー 中川 高志 

皆さんこんにちは、クラブ訪

問にお伺いしましたガバナー

の中川でございます。公式訪

問の主な目的は、会員の意欲

を高め、支援を提供することで

す。今日は皆さんと一緒に、

入会者にとって魅力があり、現会員が満足でき

るような活気あるクラブをつくるために、どのよう

に柔軟なクラブ運営や新しい試みを取り入れて

いくのか考えていきましょう。 

私は 2018年 1月にサンディエゴで国際協議

会に参加してきました。目的は、ガバナーに向

けての準備、ロータリーの優先事項について理

解を深める、世界中のガバナーとネットワークを

築く機会をつくることなどです。世界中から 500

人以上のガバナーエレクトとパートナーがサン

ディエゴに集まり 6日間にわたって研修を受け

ます。9回の本会議と 11回の分科会そして会長

エレクト主催晩餐会をはじめたくさんの楽しい交

流プログラムが用意されています。本会議は同

時通訳がつきます。分科会は日本の 34人の同

期エレクトと3人の研修リーダーの下 2組に分か

れて RLI方式で討論していきます。パートナー

には別のプログラムが用意されています。 

第 1回の本会議でバリー・ラシン会長エレクト

のテーマ発表がありました。 

BE THE INSPIRATIONNについてラシン会長は

まさにインスピレーションになって熱く語ってくれ

ました。新しいビジョン声明、ロータリーの優先

事項は別表をご覧ください。 

「変化を生み出そうという意欲をクラブ会長と

地区内ロータリアンの心に芽生えさせていただ

きたいのです。もっと何かをしよう、可能性を最

大限に発揮しようというやる気を引き出し、それ

ぞれのやり方で前進できるよう手助けすることが

皆さんの仕事です」というラシン会長の熱い支

持の下、2018-19年度第 2770地区の地区活

動・運営方針は 

BE THE INSPIRATION 

全てはクラブ活性化のために 

－実りある豊かな奉仕を目指して－ 

としました。 

ロータリーを理解するために、マイロータリーに

全員登録する、ロータリー賞にチャレンジする、

ロータリーデーを開催する。奉仕活動強化のた

めローターアクトを倍増する。数値目標は別表

のとおりです。 
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クラブ各位には、増強、奉仕プロジェクトの推

進、青少年交換留学生の派遣、受け入れ、米

山記念奨学生の受け入れ、インターアクト、ロー

ターアクトの提唱、友好、姉妹クラブの締結など

数多くのプロジェクトやプログラムを推進いただ

き大変感謝しています。これらの活動を通してさ

らにクラブが活性化されることを願っています。

とても楽しくクラブを訪問させていただきました。

ありがとうございます。 
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出席報告       柿沼洋一 委員長 

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 183,392 円

本 日 の 合 計 30,000 円

次回繰越金合計 213,392 円  

 

 本日 修正 

 9月 12日 9月 5日 8月 29日 

 1257回 1256回 1255回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 36 36 

出 席 数 30 24 21 

欠 席 数 5 11 13 

例会出席率 85.71% 66.67% 58.33% 

Ｍ Ｕ 数 0 1 2 

合計出席数 30 25 23 

出 席 率 85.71% 69.44% 63.89% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

寺西修身会員・・・よろしくご指導お願い致します。 

会員スマイル １ 

中川ガバナー公式訪問、ご指導よろしくお願い致しま

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・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・宮坂良介会員・田邊 聖会員・成田

志津子会員・細野潤一会員・木下純一会員・竹内幾也

会員・宮内たけし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・

久保 学会員・川邉城治会員･中島安啓会員・星野光

生会員・大石正行会員 
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クラブ協議会 
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編集後記 

宮内たけし 

現在、敬老の日は国民の祝日に関する法律

（祝日法）で「9月の第 3月曜日」と定めら

れていますが、それまでは曜日に関係なく

「毎年 9 月 15 日」でした。その日になった

理由には諸説あるものの、593年に聖徳太子

が身寄りのない老人のための施設「悲田院」

を設立した日が 9 月 15 日とされるのにちな

んだと見られています 

はじめに「敬老の日」についてですが、「敬

老の日」は、昭和 22年（1947年）に兵庫県

の村長たちが提唱した「としよりの日」がは

じまりと言われています。 

９月中旬の 15日となったのは、農閑期であ

り、気候も良い日であったからというのが理

由のようで、老人を大切にして、お年寄りの

知恵を借りて村づくりをしようと考えた村

長が「としよりの日」に敬老会を開いていた

そうです。 

その村長たちの提唱から３年後の昭和 25年

（1950年）には、その「としよりの日」敬

老会が兵庫県全体で行われるようになり、そ

の後全国に広がっていったと言われていま

す。 

そして、時は過ぎ、昭和 39年（1964）に「と

しよりの日」というネーミングがストレート

すぎるという反対意見があり、「としよりの

日」は「老人の日」と呼び方が変わりました。 

さらにその後、もともと「としよりの日」を

提唱した兵庫県の野間谷村から、「こどもの

日」と「成人の日」があるのに「敬老の日」

がないのはおかしいという訴えが繰り返し

政府にあり、昭和 41年（1966年）に国民の

祝日である今の「敬老の日」が制定されたそ

うです。 

意外なことに、制定された経緯から、敬老の

日は日本以外の国にはないそうです。 

前述のような理由により、「としよりの日」

はのちに「敬老の日」へと変わることになり

ましたが、最近のカレンダーには「老人の日」

の表示がありますよね？ 

実は、最近になってからの平成 13年（2001

年）に老人福祉法の改正により、その翌年の

平成 14年（2002年）の 9月 15日を「老人

の日」、９月 15日から９月 21日までの一週

間を「老人週間」として定めました。 

この「老人の日」が制定された理由について

調べてみたところ、平成 10年（1998年）に

「国民の祝日に関する法律」（祝日法）改正

で、平成 12年（2000年）から「成人の日」

や「体育の日」などが第２月曜日に変更され

たこと、いわゆる「ハッピーマンデー制度」

が取り入れられたことが大きく影響してい

るようです。 

実は「敬老の日」も、そのハッピーマンデー

制度の候補に挙げられたのですが、「敬老の

日」の日付を変更することに対して、全国老

人クラブ連合会などの高齢者団体から反発

があったのだとか。 

そのため、政府は平成 13年（2001年）の祝

日法改正と同時に「老人福祉法」も改正し、

平成 15年（2003年）から国民の祝日である

「敬老の日」を 9月第 3月曜日に変更する代

わりに、平成 14年（2001年）からは 9月 15

日を祝日ではない「老人の日」として定める

こととなったのです。 

 

以上まとめてみますと・・・ 

 

老人の日・敬老の日・老人週間はいつ？ 
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◆「老人の日」：９月 15日（老人福祉法で

定められた祝日ではない日） 

◆「敬老の日」：祝日法で定められた９月の

第３月曜日の祝日 

◆「老人週間」：９月 15日～21日（老人福

祉法で定められた１週間） 

敬老の日と老人の日の意義とは？ 

◆「敬老の日」の意義 ⇒ 「多年にわたり

社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝

う」 

◆「老人の日」の意義 ⇒ 「国民の間に広

く老人の福祉についての関心と理解を深め

るとともに、老人に対し、自らの生活の向上

に努める意欲を促すため、老人の日および老

人週間を設ける」 

                 以上 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

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 


