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会員誕生祝い  星野光生会員 小畑正勝会員 
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委員会報告 

IM総括 山口光男 ガバナー補佐 
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第 5G親睦ゴルフ 坂口正城 委員長 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、3 月に入り

ました。先日の IM では会員全

員の御協力頂き、無事成功に

終わりました。大変感謝致しま

す。 

さて、3 月 2 日（土）は第 37

回鴻巣パンジーマラソン大会に応援で参加致し

ました。当日は晴天でしたが強風でした。親子

参加の種目もあり、全体でランナーが約 5000人、

ボランティアが約 500 名参加して盛大に鴻巣市

陸上競技場をスタート、ゴールで各種（１ｋｍ、５

ｋｍ、ハーフマラソン）を年齢別にそれぞれに競

っていました。特別招待選手として鴻巣市の観

光大使でもある服部翔大選手が参加されてい

ました。 

本日の例会場は壁紙を更新しています。掲

示物も再度掲示して取り付けました。少しは会

場が明るくなった様な気がします。 

本日の報告は超高齢社会に突入しています、

人生 100 年時代平均寿命が男性は 81.09 歳、

女性は 87.26歳になっています。日本人の 3大

疾病の死亡率が改善されつつあることが平易寿

命を押し上げています。また、平均余命も伸び

ています。 

例では男性 40歳の余命は 42.05歳、同女性

は 47,90歳、50歳男性では 32.61歳、同女性は

38.29歳、60歳男性の余命は 23.72歳、同女性

は 28.97歳、70歳男性では 15.73歳、同女性は

20,03 歳、75 歳男性では 12.18 歳、同女性は

15.79歳、80歳男性は 8.95歳、同女性は 11.84

歳と各年齢でも前年比伸びています。ただし、

各個人の差も有るので一概には言えませんが

長生きで活躍される方が増えた様に感じます。 

日本では人口が毎年減少していますが、世

帯は増えています。つまり、単身世帯が大幅に

増えています。単身世帯に比べて夫婦世帯は

住居費、光熱費、食事等一人当たりの生活コス

トが下がります。一人暮らしは高コストで貧困に

陥るリスクも高い。 

生活保護世帯が 2000年に 33万世帯に対し、

2016年は 84万世帯と 2,5倍以上に増加。核家

族化、未婚化が進み、単身の高齢者が大幅に

増加しています。 

65 歳以上の収入に占める年金の割合は

78.8%となって日々の収入を年金だけで賄う人

が大多数になっています。65歳以上 70歳未満

の世帯の年金受給額平均は単身世帯が 139.6

万円に対し夫婦世帯は 241.1 万円。年間総収

入では単身世帯で約 191 万円、夫婦世帯で

337 万円と推定。ゆとりある生活を暮らすには生

命保険文化センターの統計では夫婦老後の生

活に最低月 22万円、ゆとりある生活には月 34.8

万円が必要とのデータがあります。 

公務員と違い民間企業は益々退職金が少な

くなる傾向があり、中には退職金の制度すら廃

止ないし最初から無い企業すらあります。人生

最低夫婦で 90歳まで生活すると仮定すると、年

金だけをあてには暮らせない。元気な内は高齢

者と言えども月 5～6 万円の収入を得る工夫が

必要になります。 

また、生涯未婚率（50 歳男女で結婚歴の無

い人の割合は 1990年以降急激に増加し、2015

年の国勢調査では 50 歳男性で 23,4%,50 歳女

性ﾀﾞ 14.1%となっています。1990 年の統計では

男性が 5.6%,女性が 4.3%でしたので大幅に独身

者が増えています。この傾向は 50 歳代に限ら

ず 30 代、40 代でも未婚率が大幅に増えていま

す。女性の社会進出と長引く不況、収入の不安

定化、非正規雇用の増大でなかなか結婚に踏

み切れない男女が増えて、個人主義の台頭も

あり、少子化は深刻です。 

未婚、再婚に限らず男性はより積極的に婚活

に活動して、自らの特徴や性格を女性に向けて

アピールする様に始めて下さい。皆様の各企業

のトップとして社員とその家族の幸福を守る責

任が有ります。個人毎と思わないで家族の一員

として関わって下さい。 
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幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) ＩＭに際し皆様のご協力

有難うございました 

(2) 3/ 1 地区チーム研修

セミナー大澤・石井会

員出席 

(3) 3/14〜15会長エレクト

研修セミナー田邊会員出席 

(4) 3/184 クラブ合同例会 鴻巣水曜Ｒ主管全

会員出席 

(5) 3/20 休会 

(6) 3/27 献血例会 鴻巣市福祉センター 11

時〜 

(7) 3/29 (金)18時半〜 4月度理事会 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

星野光生 会員 

 

誕生月ということでお祝いいただきありがとう

ございます。まさに本日３月６日が誕生日でして、

萬５２歳になりました。 

毎日忙しい中で、あっという間に年を取ってし

まった感じです。皆様からみますと、まだまだ若

輩ですので、引き続きご指導ください。 

最近左肩が痛く、肩から上に上がらない状況

です。50 肩かなと思っています。健康に気を付

けて頑張っていきたいと思います。 

小畑正勝 会員 

 

みなさまに誕生をクラブ例会で、祝っていた

だきましてありがとうございます。私共夫婦は 3

月 8 日・3 月 14 日生まれの同月誕生で 今年

75歳に成ります。 

先日 1月 25日にバイクと交通事故を起し、車

の運転に自信を失いました。車社会の中で今

後まだまだ自分の運転が必要なので、今まで以

上に安全運転第一を心掛けた過ごし方をして

行きたいと考えております。 

奥様誕生祝い 

小畑絵里香 様 

 

蓮江珠代 様 

 

今月 3 月 31 日で、妻は 41 歳になります。ま

だピチピチでというのは言い過ぎでブチブチ位

です。 

暇なので教育ママになっています。小学１年

の娘に、先日、英検準２級を取らせました。大し

たものだと私も思いますが、先が怖いです。 
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乾杯 松本安永 会員 

 

 

委員会報告 

IM総括 

山口光男 ガバナー補佐 

先日の、IM には、皆様のご

尽力により、無事成功裏に終了

することが出来ました。ここに、

改めて厚く御礼を申し上げます。

この IM のために年当初から実

行員会を重ね、開催直前のリ

ハーサルを実施したことは、より、詳細に運営を

することにつながり、つつがなく開催できたもの

と考えます。井上実行委員長のもと会員が一つ

になって取り組む会員の姿は、鴻巣水曜クラブ

の力強さを第5グループの各クラブに見せること

となり、大変嬉しく思います。柿沼第 5 グループ

幹事には、総合司会という大役を、立派に務め

ていただきました。また、アシスタントを務めてい

ただいた津田事務局員共々感謝申し上げま

す。 

本会議の中で、各クラブの奉仕活動を発表さ

せていただきましたが、ここがＩＭを開催する一

番重要なところだと思っています。各クラブの会

長さんの発表を見て聞いていただき、色々な奉

仕活動を知ることができたと思います。私たちの

クラブが、新しい奉仕活動を企画するうえで大

変参考になったとものと考えます。次に、記念

講演ですが、準天頂衛星により、私たちが住む

日本の未来が大きく変化します。私たちの生活

の中に、必ず関わってくることは確実です。皆

様の企業で新しい事業の創出になればと願っ

ています。 

大変盛り上がった大懇親会、原口鴻巣市長

も出席していただきましたが、市長から多くのロ

ータリアンの参加人数を見て、とても驚かれてい

ました。当初、予定していた人数より多くの参加

者があり、席が足りない状況になりました。また、

飲み物が一部足りないようでしたが、参加者が

気持ちよく最後まで楽しまれていったことだった

と確信しています。 

総括ということで、100 点満点なら 99 点の出

来だったと考えています。皆様、本当にありがと

うございました。 

 井上脩士 実行委員長 

先週の IMは、皆様のおかげで

大成功に終りました。ご協力あ

りがとうございました。 

懇親会では、予想を超えた

参加者でお席が足りません、飲

み物が足らなかったようです。

次回の IMの参考にしたいと思います。4月 3日

（水）の IMゴルフも会員全員でおもてなししたい

と思いますのでご協力を再びお願いします。ウ

ォーキング大会を終えて、5 月より報告書の作

成を行いたいと考えています。 

第 5G親睦ゴルフ     坂口正城 委員長 

4月 3日の IMゴルフコンペ

を担当させていただきます。

残念ながら中川ガバナーが欠

席ということで連絡がありまし

た。58名参加、当クラブ 14名、

72 名で開催します。IM が盛り

上がりましたのでゴルフで盛り

下がらないよう全員でお迎えしまた頑張りたいと

思います。去年よりも IM の参加もゴルフ参加も

多く、ガバナー補佐・補佐幹事の力が発揮でき

たのではないかと思います。4月 3日もご協力よ

ろしくお願いいたします。 

クラブ研修情報広報雑誌委員会 

はじめに、嬉しかったことがありました。先日
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大宮にて地区補助金セミナーがあり、次年度会

長・幹事が出席された際に、私が会長、田邊さ

んが幹事の時の地区補助金を使っての取り組

み方、期日を遅れずに行った事が良かったと紹

介されました。田邊元幹事の力を借りながら良

い活動ができたことを改めて感謝し報告させて

いただきました。 

また、IMでは沢山の方が参加していただき感

動しております。これから私がやらなければなら

ないことはまず参加することだと思います。みん

なで参加することによって当クラブの団結力を

見せることが出来ると思います。IM 後に鴻巣

RC の方からもお褒めの言葉をいただきました。

鴻巣RCが主幹の時も協力し IMを盛り上げてい

ければと思います。 

ロータリーの友から紹介します。 

皆さんは「8020」という言葉をご存知でしょうか。

日本歯科医師会では 30年前から「8020ハチマ

ルニイマル」といって 80歳で 20本の歯を残すこ

とを提唱しているそうです。30年前は 80歳の人

で平均 4～5 本しか歯が残ってなかったのです

が、2016 年調査では 5 割の人が「8020」を達成

できるようになったそうです。八代亜紀の歌に

「ぬるめの燗の相棒はするめいか」とありますが

歯の衰えを防ぐには顎を使って歯の健康を維

持することが大切です。昔の歌にもそれなりの

意味があるのだなと感じました。 

P42 ページでは 2770 地区をはじめ、各地区の

地区大会の様子が掲載されていますので目を

通してみてください。 

第 3木曜会ゴルフコンペ 加藤 勉 会員 

今回は3月22日(金)大麻生

ゴルフ場にて開催します。 

現在 9名の参加を頂いてお

ります。残り 3名ですので早急

に私の方へ申込お願いしま

す。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 馬場知行 PR委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング

PR委員会よりお願い 

例会終了後、ウォーキン

グの前回参加者に依頼文

書を発送しますので、時間

のある方 30～40 分のお手

伝いをお願いします。 

花チャリティー 朝見卓也 会員 

今月の花チャリティーは、紫

陽花を用意させていただきまし

た。この植物は水切れに非常

に弱いです。この点をご注意く

ださい。 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 本日 修正 

 3月 6日 2月 27日 2月 20日 

 1279回 1278回 1277回 

 通常例会 
移動例会 

（5G IM） 
通常例会 

会 員 数 33 34 32 

出 席 数 24 34 23 

欠 席 数 9 0 9 

例会出席率 72.73％ 100.00％ 71.88％ 

Ｍ Ｕ 数 0 0 0 

合計出席数 24 34 23 

出 席 率 72.73％ 100.00％ 71.88％ 

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 472,392 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 495,392 円  

 

今後の活動予定 

 

個人スマイル 

  

会員スマイル 

 4月 3日第 5グループ親睦ゴルフ大家に参加協力をよ

ろしくお願いいたします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員／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・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士

会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一海員・

坂口正城会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津

子会員・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 

3月 13日

（水） 

第 1280回通常例会 

会員卓話 井上脩士会員 

R財団・米山について 

3月 14日

（木） 

委員会 
ふれあい鴻巣ウォーキング全体会議 

18：30～ 鴻巣市総合福祉センター 

3月 18日

（月） 

第 1281回移動例会 

４RC合同例会 

卓話 原口和久鴻巣市長 
18：30 点鐘 市民活動センター 

3月 20日

（水） 
振替休会 

3月 27日

（水） 

第 1282回移動例会 

献 血 
12：00～ 鴻巣市総合福祉センター 

4月 3日

（水） 

第 1283回移動例会 

第 5G 親睦ゴルフ大会 

鴻巣カントリークラブ 

4月 10日

（水） 

第 1284回通常例会 

結婚誕生祝い 
外来卓話：老化とサプリメント 

薬剤師 黒沢章様 

4月 12日

（金） 

地区事業 

地区研修・協議会 

大宮ソニック 

4月 17日

（水） 

第 1285回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 24日

（水） 

第 1286回通常例会 

会員卓話：竹内幾也会員  健

康についての卓話 

花チャリティ 

4月 27日

（金） 

委員会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

準備 

4月 27日

（土） 
第 1287回移動例会 
第26回ふれあい鴻巣ウォーキング 

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 


