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例会開始前の握手会

司会進行 石井英男 SAA 
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ロータリーソング 奉仕の理想 

 

四つのテスト唱和  

松本安永 会員 
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結婚誕生祝い 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

会員研修 坂口正城 委員長 

  柿沼洋一 副委員長 

委員会報告 

IM実行委員会 井上脩士 実行委員長 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

今晩は、本日は夜間 2 月に

1 回の夜間例会の日です。特

に本日は 1000 日以内の新会

員様に対してロータリーの研

修とその後の親睦の例会とし

ます。 

さて、ロータリーの会員には権利と義務が有り

ます。先ずは 3 大義務 ①会費の 30 日以内の

支払い ②例会出席 90％以上 ③機関紙の購

読です。 

また、国際ロータリーの義務も存在します。定

款、細則、標準ロータリークラブの定款にも拘束

されます。 

① ロータリーの綱領を推進するようなプログラ

ムや活動を追及している RI 加盟クラブや RI

地区を支援すること。 

② 全世界にわたりロータリーを奨励し、助長し、

拡大、管理すること。 

③ RIの活動を調整し、全般的にこれを指導す

ること。 

④ 規定審議会を RIの立法機関とすること。 

⑤ RIの国際大会を開催すること。 

ロータリークラブの義務 

① 国際ロータリーに加盟すること。 

② クラブの所在地域を確定すること。 

③ 毎週 1 回定例の日時に例会を開催するこ

と。 

④ 役員を選挙するための年次総会を開催す

ること。 

④  会員数 50 名未満のクラブは同一職業

分類に属する正会員の数は５名まで、 

５０名以上のクラブは同会員の１０％まで認める

こと。 

⑥ クラブの管理主体は理事会とすること。 

⑦ すべてのクラブはＲＩ定款、細則並びに標

準ロータリークラブ定款を遵守すること。 

⑧ 各クラブは半年毎に人頭分担金をＲＩに納

入すること。 

⑨ 会員の例会欠席の場合は他の例会や奉仕

活動、勉強会、委員会に参加して MU するこ

と。 

⑩ リタイヤした会員は元の職業分類のまま会

員として在籍できる。地域のリーダーとして 

ふさわしい言動と活動を求められます。 

ロータリークラブの権利 

① 全世界 120 万名余の会員と知り合えるチャ

ンスがある。 

② 全世界のロータリークラブの例会に出席可

能。 

③ 世界大会に出席して全世界のロータリアン

と議論や親睦を深められる。 

⑤  地域のリーダーとして尊敬と信頼を得ら

れる。 

私（寺西）も一昨年来フィリピンの慰問活動を

２年連続で国際奉仕活動を行いましたが、フィリ

ピンの入国管理の審査に対し、ロータリーのバ

ッチだけで入管はフリーパスでした。海外でもそ

れだけロータリークラブ会員は信頼と尊敬され

ています。 

JOIN LEDERS、EXCHANGE AIDEAS、TAKE 

ACTION 

超我の奉仕、人間形成の場です。新会員はベ

テラン会員を見習い、いずれ一人一人がリーダ

ーとなりクラブと地区とＲＩを引っ張る立場になる

気持で積極的に参画して欲しい。 

 

年金受給の開始引き上げ 68歳～ 

 対象予定～団塊ジュニア世代（1971～1974

年生まれ）人口ピラミッド高い世代 

 時期～現在 48 歳以下の世代は 68 歳から年

金支給予定 

 現在～男性 1961 年 4 月 1 日生(現 57 歳）、

女性 1966年 4月 1日生(現 52歳) 

 従来通り 65歳から支給開始 

 その間の年齢の方～移行期間の可能性あり。 

来年 2019 年度は 5 年に一度の国の財政検証

の年度になり、年金制度も見直しされる。 
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西欧（特に北欧）は年金開始 68 歳支給の実績

あり。 

国の年金制度だけには頼れない、確定拠出

年金や積立 NISA 等で老後の生活資金の確保

が必要。男性は 2025年まで、女性は 2030年ま

でをかけて年金開始 65 歳引き上げを実施中。

将来は 70歳年金開始が予定されています。 

国も企業に対し定年の自発的な延長 70歳制

度の導入を目指していますが、65 歳以上の高

齢者の男性が約 32％の就業率に対し中味は

3/4 が非正規労働者です。更に 5 年の定年延

長に際しては、気力、体力、周りの支えが無いと

実現は難しい。 

安易に年金の受給先送り（70 歳で限度 42％

UP）しても健康状態の保障がなく、各自のばら

つき、生活レベルも差が大きいので一概に延長

を勧めるのは難しい。老齢介護をしながら働く

方も 50万人以上いるのが実情です。 

低所得者は私的年金で何とかしろとは公的

年金の無責任な姿、生活保護認定にも相当な

壁があり、このままでは高齢者は生活破綻して、

生活保護受給者が増えるだけです。毎年送ら

れる（年金定期便）の年金額予想が確実に受け

取れるわけではない。 

国や年金事務所は丁寧に自分の年金に対し

教えてくれる訳ではない。自ら制度を学び、疑

問点や対策を早く実施するのが必要です。 

津田ＰＧから 

新入会員に対する励ましと覚悟の促し 

① 例会出席は会員の義務で週一の例会は何

としても出る意識で日頃の活動を意識付し工

夫をして欲しい。朝の時間を使い、その分例

会出席を義務化する。 

② 鴻巣財界のメンバーに入会して、人を学ぶ

場、すべての会員は反面教師、先輩の行動、

言動を学ぶ。私が入会当時は例会出席が最

大義務。 

③ 私も仕事で忙しく、当時東松山工業団地に

新工場を移転し稼働を先頭に立ち頑張って

ました。なかなか稼働が思う様にいかず、クラ

ブに対し 3 ヶ月の休会届を出して、結果は何

とか 1 ヶ月で稼働出来、以降主席しました。

20 代でクラブの幹事、会長、地区役員を歴

任し、2001～2002 年度は 2770 地区のガバ

ナーとして会員の先頭に立ち活動しました。

経営者は人を大事にする。 

④ ロータリーに入りクラブ内、地区の役員とし

て沢山学ぶ事が多い。 

仲間意識を持ち、自らロータリーから何を学

ぶか、親睦だけではない。我が水曜ロータリー

クラブは結束が強いが各種委員会、奉仕活動

が低調で参加者が少ないのが実情、是非自分

の奉仕活動と捉えて活動を活発に願う。 

日々のロータリーの活動や例会に対し、奥様

にも積極的にお話し願う。奥様の関心が最近薄

くなってきている。水の会も活動が低調と見受け

る。 

以上 

幹事報告 成田志津子 幹事 

⑴ 11/21 献血ご協力有難うご

ざいました。 

⑵ 12/ 5 パスト会長会 18：30

〜大正家 

⑶ 12/12 クリスマス例会 ガー

デンパレス熊谷  

⑷ 12/31 大晦日・初詣例会 

 

奄美 RC キャラバン報告 

井上脩士 会員 

11月 21日（水）～23日（金）

まで、奄美 RC へ「友好クラブ

締結」に向けてお互いの意見

交換をしてきました。21 日夜、

奄美 RC 会員のお店で食事を

しながら話し合いをした。奄美

RC からは、福永健一会長、萩原正文幹事、朝

沼榎プログラム委員長、田畑寛行副幹事、久保

井博彦会長エレクト、事務局女性の 6名が参加
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して頂きました。翌日は例会に参加して、津田Ｐ

Ｇが25分間卓話をした。その夜は、福永会長経

営の焼肉屋「焼肉なべしま」ですばらしい焼肉

を堪能した。皆さんからは、友好クラブ締結に前

向きな意見を頂きました。来年３月か 4 月には

福永会長はじめ数人で鴻巣を訪問しますとの

お話を頂きました。 

 

 

 

会員研修 

坂口正城 委員長 

「皆さま、こんばんは。今日

は、ロータリーに入会し 3 年

未満の方々へ少しお話をし

たいと思います。 

ロータリーの会員になると

いうことは、会費をきちんと納

めること。例会へ出席することが規定となりま

す。 

新入会員の方々は一線で働いている真っ只

中で、なかなか例会の時間に仕事をぬけて例

会へ出席をするというのは難しいかもしれませ

ん。私も入会したばかりのころはそうでした。 で

すが、先輩の方々のお話や活動を見て少しず

つロータリーへの意識も高まっていきました。 

同じように。とはいかないかもしれませんが、

水曜日のお昼 1時間は例会場へ行こうと意識を

持って今より 1 回でも多く出席していただけたら

と思います。 

柿沼洋一 副委員長 

「新入会員研修」について 

今回の研修会に間に合い

ませんでしたが、「これだけは

知っておきたいロータリーの

基礎」と「今日からロータリア

ン」を新入会員の方々に進呈

しますので必ずご一読くださ

い。ロータリーについては分らないことだらけだ

と思いますが先ずは手に取ってみて下さい。必

ず役に立つはずです。 

RC の会員として自己紹介をするさい、自分

の職業を話すとき「職業分類」と云うものが有り

ますのでご自身で把握しておいて下さい。私の

場合 1．大分類が建設業 2．中分類が職別工

事業 3．細目 石材工事業となります。クラブ内

には 1 業種 1 社という原則があった（現在は原

則 1業種 5社）ため他クラブの方々に結構質問

されました。現在は少なくなりましたが覚えてお

くとよいでしょう。 

ロータリーは「親睦」と「奉仕」の団体ですので

出来るだけ参加をして頂けるとより楽しく活動で

きると思います。 

名瀬市を見下ろす丘 

 

名瀬市を見下ろす丘 

 

西郷どん撮影場所 
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委員会報告 

IM実行委員会 井上脩士 実行委員長 

 皆さんご存知の通り、ＩＭの目的は、ロータリ

ークラブ会員相互の親睦と知識を広めることで

あります。さらに、会員にロータリー情報を伝え、

奉仕の理想を勉強するために開催されます。第

5Ｇ各クラブの奉仕活動の報告。講演は、吉田

富治先生による「日本版ＧＰＳ Ｇ空間の実現に

向けて」です。日本が誇る最先端の技術の一端

が語られます。大いに勉強して下さい。懇親会

には多くの会員が参加いただき交流を深めた

いと思います。ジプシージャズトリオの演奏を楽

しんで下さい。よろしくお願いします。 

 

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 308,392 円

本 日 の 合 計 33,000 円

次回繰越金合計 341,392 円  

 

 

 本日 修正 

 11月 28日 11月 21日 
11月 

10・11日 

 1267回 1266回 1265回 

 移動例会 
移動例会 

（献血） 

移動例会 

（地区大会） 

会 員 数 35 36 36 

出 席 数 28 36 36 

欠 席 数 7   

例会出席率 80.00% 100.00% 100.00% 

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 32   

出 席 率 91.43% 100.00%. 100.00% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

小林忠司会員 11 月 12 日 旭日単光章を受賞しまし

た。みなさまのおかげです、大変ありがとうござ

います。 

会員スマイル  

出席会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

12月 5日

（水） 

第 1268回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:医療関係者 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

12月12日

（水） 

第 1269回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

ホテルガーデンパレス熊谷 

17:30受付 18:00点鐘 

12月19日

（水） 

第 1270回通常例会 

外来卓話：鳥羽歯科医院  院

長 鳥羽千太郎様 

12月26日

（水） 
振替休会 

12月３１日

（水） 

第 12７１回移動例会 

大晦日・初詣例会 

23:45集合 

寶持寺 除夜会、本堂にて新

年来福祈願 

1月 2日

（水） 
法定休会 

1月 9日

（水） 

第 1272回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:全会員「今年の抱負」 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

1月 16日

（水） 

第 1273回通常例会 

会員卓話:全会員「今年の抱負」 

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 


