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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 我らが生業 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらの誇り 

 

四つのテスト唱和  

松村豪一 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 我等の生業 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われが誇り 

四つのテスト唱和 松村豪一 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

外来卓話 鳥羽千太郎 様 

委員会報告 

会員増強・異業種交流 宮城 仁 委員長 

報告 宮内たけし 会員 

花チャリティー 朝見卓也 会員 

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 

皆様こんにちは、先週

（12.12）は年次総会とクリス

マス例会に多数の会員、ご

家族関係者、ご招待者ご参

加頂き、合計で 50 名の盛大

なパーテイとなりました。会も

大変盛り上がり、各自の親睦や会話も弾んだと

存じます。 

さて、私の年度も後半となり、各委員会の活

動も各委員長を中心として自発的な活動を計

画的に実施お願いします。活動後は委員会の

活動報告を必ず当月度内に連絡お願いします。

会員増強も本年度 3名に対し、現在は 1名です。

各委員会、会員自ら1名を推薦してください。国

際ロータリーの活動、鴻巣水曜ロータリーの活

動を積極的にＰＲしてください。特に下期は第 5

ＧのＩＭ、ふれあい鴻巣ウォーキングのＰＲや広

告依頼で各会社、事業所の社長、責任者に面

談出来るチャンスです。仲間を増やし、人間形

成と研讃の場として、親睦の場として活用してく

ださい。 

お子様、お孫様に対する愛情の一つとして

（相続と贈与）が有ります。 

特に日本は 70%以上の資産が 65歳以上の高

齢者が保有しており、総額は 1800兆円とも試算

されています。相続財産は（土地、建物）（現金、

預金）（有価証券）（貴金属）（車）（ゴルフ会員

権）（評価額20万以上の書画骨董）（生命保険）

（死亡退職金）等が有ります。 

2015.1.1.より相続税の基礎控除は（非課税

枠）3000 万円＋600 万年＊法定相続人、配偶

者控除（16000 万円まで非課税）小規模宅地の

特例（300 平米まで 8 割減）有ります。上手に信

用おける専門家に相談しながら健康な内に早

めに生前贈与を行い、将来の課税枠を減らす

工夫をしましょう。 

近年生前贈与を行う方が増えています。2011

年が 29,2万人に対し 2016年は 38,8万人と 1.3

倍に増えています。今後も増加が見込まれます。

大きな財産特に金融資産を親又は祖父母から

子や孫に受け継ぎたい、将来の相続税を減らし、

相続財産を減らさない工夫を出来るのは、金融

商品や生命保険で活用出来ます。但し、相続

時精算課税制度と暦年贈与は併用出来ません。

受贈者は例え 2 人の贈与者から貰っても非課

税枠は合計で 110万円までです。それを超える

と贈与税の申告が必要で、相続に対する想い 

1.遺族に苦労をかけたくない 2.子や孫に良い

形で財産を引き継ぎたい 3.代々引き継いだ財

産を守りたい 4.相続税で財産を減らしたくない 

5.子や孫の夢の実現に向けて手助けしたい 6.

子や孫に贈与したいが先渡しすると無駄使い

するのが心配 7.特に何も考えてない 

基本はご自身の財産をどう使うか、残すか家

族制度を維持、継続するために必要です。元

気な内に早めに対策を練り、信用あるアドバイ

ザーを活用して上手に実行しましょう。せっかく

対策を実行しても受贈者が 3年以内に死亡した

場合はみなし相続財産として加算されます。必

ず書面で贈与者と受贈者双方の契約書、実印

を捺印して証拠を作りましょう。 

12月 19日は何の日？ 

1910 年の今日東京の代々木練兵場（現在の

代々木公園）で日本人初の飛行が公式に成功

した日、徳川好敏大尉（時間は 4 分、最高高度

は 70Ｍ，飛行距離は 3000mでした。 

1586 年～関白秀吉が太政大臣に任ぜられ、

朝廷より豊臣の姓を賜る。 

1596 年～キリシタン禁止令で秀吉の命で宣

教師 6人と信徒 20人が磔刑にされた。 

    （二十六聖人殉教） 

1861年～江戸幕府が小笠原諸島を日本領と

宣言した。 

1965 年～世田谷～横浜間の第三京浜道路

が全線開通、日本初の 6車線自動車道路。 

1968 年～村山雅美らの日本南極点踏破旅

行隊が日本人初の南極点到達。 

1972 年～アメリカのアポロ 17 号が地球に帰



3 / 6 

 
 

還。当初は 23号まで計画されたが予算難とベト

ナム戦争末期の戦費が莫大でアポロ計画は停

止、以降 42年間 人類は月面に降りていない。 

1988 年～北海道の十勝岳が 26 年ぶりに噴

火。 

1990 年～緒方貞子氏が第 8 代国連難民高

等弁務官に任命（事実上の日本人初の難民対

策    リーダーとして 10年も活躍された。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 年次総会・クリスマス

例会多数ご参加感謝し

ます 

(2) 12/19通常例会後 18時

〜1月度理事会、その後

忘年会 

(3) 下期会費納入のお願い 

(4) 次年度幹事朝見会員理事に推薦、理事会

で承認 

(5) 馬場知範会員退会申出理事会で承認 

(6) パンジーマラソン及び鴻巣吹奏楽団協

賛各 1万円    理事会にて承認 

外来卓話 

「歯と口のケアからはじまる健康長寿」 

北足立歯科医師会  鳥羽 千太郎 

「歯と口のケアからはじめる

健康長寿」という冊子を参考

にお話しをさせて頂きます。 

まず、「8020（はちまるにい

まる）」という数字をご存知で

しょうか。この数字は「80歳に

なっても 20本以上の自分の歯を持とう」という平

成元年から当時の厚生省と日本歯科医師会が

推奨している運動の中の数字です。 

自分の歯が 20 本未満になると、うまく食べら

れない、滑舌が悪くなる、表情が乏しくなるなど

QOL（生活の質）が大きく下がります。幸いなこ

とに H28年度の歯科疾患実態調査によりますと、

8020 を達成した人の割合が前回調査の 40.2％

から 51.2％に増加している

ことがわかりました。口の機

能を維持することが、健康

寿命を延ばすために重要

な要素になってきました。それではどのように維

持していけば良いでしょうか？。 

１、噛むことの大切さを知ることです。①噛むこと

で分泌される唾液は口内を洗浄して、虫歯や歯

周病を防ぐ。②口の開閉により、脳に酸素や栄

養が送られ、脳細胞が活性化する。③口周りの

筋肉を使うことで発音・表情がよくなる④よく噛

むことで満腹感が得ら

れ、食べ過ぎを防ぐ⑤き

ちんと噛むことによって

胃腸の負担を軽減する

などの効果があります。 

２、歯周病を予防することです。 

歯周病は歯を失う原因の第一位となっており、

ギネスブックでも「全世界で最も患者が多い病

気」と言われています。歯周病は歯と歯ぐきの間

の歯周ポケットにたまった歯垢（プラーク）の中

にいる歯周病菌により、歯周組織に炎症が広が

り、やがて歯を支える土台の「歯槽骨」が溶けて

しまう病気です。 

また全身の病気との関わりもあります。 

糖尿病、肥満、早産・低体重児出産、認知症、

心疾患、誤嚥性肺炎、リウマチなどがあります。

これらの病気にならないようにするためにも歯周

病予防がとても大切です。しっかりブラッシング

をして歯垢を除去しましょう。歯ブラシだけでは

なく、歯間ブラシやデンタルフロスも活用すると

有効です。これからの人生を楽しいものにする

ためにも、歯と口を大事にしていきましょう。 
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委員会報告 

 宮内たけし 会員 

オリジナルカレンダー

が出来ましたので希望者

にお分けいたします。回

覧しますのでお申し込み

下さい。ふれあい鴻巣ウ

ォークのテーマソング、

鴻巣水曜ロータリー賛歌の詩も掲げてあり

ます、どうぞご活用ください。 

因みに一部 1000 円です。よろしくお願い

します。 

 

花チャリティー 

朝見卓也 会員 

 

 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 12月 19日 12月 12日 12月 5日 

 1268回 1269回 1268回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 35 36 35 

出 席 数 24  28 

欠 席 数 11  3 

例会出席率 68.57% 100.00% 80.00% 

Ｍ Ｕ 数 3 0 4 

合計出席数 27 36 32 

出 席 率 77.14% 100.00% 91.43% 

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 341,392 円
本 日 の 合 計 33,000 円
次回繰越金合計 374,392 円  

 

 
 

  

 

 

 

個人スマイル 

  小林忠司会員 クリスマス例会でお祝いいただきありがと

うございました。今後ともヨロシクお願いします。 

  大石正行会員 来月1月15日(土)ｐｍ10：10～ＮＨＫ総合

テレビ「暮らしに役立つ大実験番組」で土砂災

害特集があり、DＡＩＫＩの製品が土の中の水分

測定に使われています。是非、見てください。

編集でカットされているときはお許しください。 

会員スマイル  

１． 鳥羽千太郎様、卓話宜しくお願いします。 

 

津田健三会員・小林忠治会員・宮城仁会員・小幡正勝

会員・加藤勉会員・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・田邊聖会員・寺西

修身会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一

会員・宮内たけし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・

星野光生会員 

第 1271回例会 

年 越 し 例 会 
宝持寺 

2018年 12月 31日・2019年 1月 1日 
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今後の活動予定 

 

 

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」 

1月 23日

（水） 

第 1274回移動例会 

夜間例会 

第 5回 IM実行委員会 

会場：和風レストラン とき 

1月 30日

（水） 
休会 

2月 6日

（水） 

第 1275回通常例会 

結婚誕生祝い 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

2月 13日

（水） 

第 1276回通常例会 

外来(会員)卓話 

月間テーマに沿った卓話 

2月 20日

（水） 

第 1277回通常例会 

クラブフォーラム 

IM準備：第 6回 IM実行委員会 

2月 27日

（水） 

第 1278回通常例会 

第 5G IM 

クレアこうのす小ホール(式典) 

〃  ３F大会議室(懇親会) 

3月 6日

（水） 

第 1279回通常例会 

結婚誕生祝い 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

3月 13日

（水） 

第 1280回通常例会 

外来(会員)卓話 

月間テーマに沿った卓話 

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 


