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例会開始前の握手会

司会進行 石井英男 SAA 

 

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 

 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和  

石井洙光 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 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和 

 石井洙光 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  間室照雄会員 松村豪一会員 

奥様誕生祝い  該当なし 

結婚月祝い   小畑正勝会員 朝見卓也会員 

星野光生会員 

委員会報告 

2019-2020年度に向けて 田邊 聖 会長エレクト 

 朝見卓也 幹事エレクト 

増強異業種交流 宮城 仁 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 

点鐘 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは。いよいよ

私の会長年度も後１月を残す

だけになりました。初めは大変

長く、苦しく、責任有る１年と

感じましたが、ようやく目途が

就いた感じがします。会員皆

様のご協力の賜物と感謝する次第です。 

さて、会員皆様には来年度の田邊年度のた

めにも是非ご協力頂きたい寄付金の件が有りま

す。既に井上会員様よりロータリー財団奨学生

の寄付金として、会が寄付 100%を達成するため

に 1万円と 100 ドルの個人寄付を会員全員に 6

月 15 日までに会に入金お願いします。既に納

めて頂いた会員には御礼申し上げます。 

今日は再度厚生年金の変更事項について

制度の変更をお知らせします。国民年金はご承

知の様に 20歳から 60歳未満の 40年間しか支

払い義務は有りませんが、厚生年金は勤務年

数に応じて年金が支払われます。改正につい

て、従来は原則 60 歳までの 40 年間でしたが、

高齢者の定年延長に伴い、65～70 歳まで勤務

条件を満たせばその間厚生年金の支払い義務

が生じます。70 歳以降も勤務が続けばその分

厚生年金の支払い義務が生じます。勤務年数

が長くなった分将来に貰える老齢厚生年金は

多くなりますが、60 歳以上の健康と技量、家族

構成に応じて勤務出来る保障は有りません。企

業も技術の伝承や管理のため高齢者の確保は

必要と思いますが、仕事によっては諦める事に

もなります。 

60歳～64歳までは 60歳時点での基本給＋

総報酬月額相当額が 28 万円未満～部分年金

可、この額が 46 万円を超えると部分年金は０と

なります。その間は計算に応じて減額支給で

す。 

65 歳を超えるとこの額は 46 万円以下まで老

齢年金は全額支給されます。この制度が国の

方針により高齢者の労働意欲を削ぐとの判断か

ら廃止の予定です。厚生年金と合わせて改悪

の制度です、高齢者には益々厳しい改悪制度

と言えます。よって 65 歳以降も健康なら勤務し

たいものです。一方、65 歳を超えると退職後の

失業保険が最高 90 日支給、65 歳未満での退

職は最高 150 日支給のため、雇用保険を上手

に使うためには 64歳 11月の退職が有利になり

ます。勿論まだまだ気力、知力、体力に自信有

り、会社も必要として継続雇用が出来れば、本

人にとって仕事を継続出来る方が収入も、遣り

甲斐も継続します。安易に定年リタイアしないで

健康な内は社会に貢献するため老後も働き、エ

ンジョイしてください。 

老齢基礎年金の繰り上げ受取は 65歳を基準

として 60 歳～64 歳までは残月数当たり-0.5%、

60 歳時点で年金開始すると-30%支給が一生涯

続きます。また、年金の繰り下げ受給は最高 70

歳まで繰り下げ可能で 65 歳以降＋0.7%月増加

し、最高 70歳まで繰り下げて＋42%が一生涯増

えて貰えます。但し税金等も多分に徴収される

のでご本人の計画、体力、気力に応じて年金の

繰り下げ受給も検討下さい。統計的には 70 歳

まで年金を繰り下げ受給される方は 3％程度で

す。70%の方が 65 歳受給を選択しています。繰

り上げ受給も約 25%います。 

高齢者にとっては健康、収入等必ずしも継続

しない証拠と思います。 

 

 

奨学金授与 
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幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 6/6 パスト会長会 

   ゆき寿司 18時〜 

(2) 6/11 奄美ＲＣ福永会長

歓迎会 

 とき 18時 30分 

(3) 6/19 夜間炉辺例会 

 鴻巣市赤城 587  八彦 

(4) 6/24 地区チーム打上げ大会パレスホテル

17時〜 

(5) 6/26 最終例会 

 とき  集合 18時 点鐘 18時 30 分 

以上 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

間室照雄 会員 

 

6月 12日で 70歳になります。

今年から米作りをはじめました。

彩のきずな(食味日本一になっ

た品種)彩のかがやき、コシヒカ

リなど 110アール作付けしまし

た。秋には収穫ですが、現在

は田植えの後の水管理などで田んぼの中に入

ると、どじょうや水生昆虫など自然の営みが観

察でき大変楽しい作業です。父よりももっと収穫

量の多い米作りをしたいと思っています。本日

はお祝いありがとうございます。 

奥様誕生祝い  該当なし 

結婚月祝い 

小畑正勝 会員 

 

朝見卓也 会員 

 

 

結婚して 13年がたちました。

今でも私の生活リズムは結婚し

てから変わっていません。これ

も理解してくれる奥さんのおか

げだと思っております。 

星野光生 会員 

 

結婚月ということでお祝い頂きありがとうござ

います。 

実は、例会場に入るまで、結婚記念日を忘れ
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ておりましたが、明日 6月 6日

で結婚20年となります。妻も働

いておりますが、家のことはほ

とんど妻がやっていて私自身

はあまりやっていないので、妻

に改めて感謝したいと思いま

す。今後は家のこともより多くやっていきたいと

思います。本日はありがとうございました。 

乾杯 松村豪一 会員 

 

寺西会長さん 2018～2019年度のロータリー

活動ご苦労様でした。次期会長の田辺さん御

苦労様です。それでは乾杯の音頭をとらせてい

ただきますので皆様、何卒大きな声で御唱和く

ださい。それでは鴻巣水曜ロータリーの益々の

発展と皆様方の今年一年の御多幸と御活躍を

祈念いたしまして乾杯致します。乾杯！ 

委員会報告 

次年度会長方針について 

田邊 聖 会長エレクト 

皆さまこんにちは。2019-20年

度がいよいよ来月 3日よりスター

トいたします。それに先立ち、次

年度の会長方針をお話いたしま

す。小林操ガバナーは、地区活

動方針をマーク・ダニエル・マロ

ーニＲＩ会長の掲げたテーマ「ロータリーは世界

をつなぐ」(Rotary Connects the World)とし、地

区運営方針を自らの体験をもとに「ポリオ撲滅

活動から、クラブ活性化へ」としました。当クラブ

では、2021-20年度に創立 30周年を迎えること

になり、今年度は、創立 25周年との中間年度に

あたります。当クラブには現在 40代の会員が 5

人在籍していますが、その平均年齢は 42.6歳、

在籍年数は皆 3年未満です。今年度はこのよう

な若い世代の会員に、幹事と委員会の委員長

に就いていただきました。朝見卓也幹事、石井

洙光社会奉仕委員長、久保学会員増強委員長

です。3人の方に責任ある立場で活動していた

だくことが、クラブの活性化へとつながり、来る創

立 30周年に向けての大きな原動力になってい

ただけると考えたからにほかなりません。すべて

の会員が、足らざるところをお互いに補いながら

意見を交わし、親睦を深め、小林操ガバナーの

掲げた地区運営方針を実現すべく、クラブ一体

となって活動できるように朝見卓也幹事とともに

クラブ運営を行ってまいります。2019-20年度の

テーマは、 

「奉仕、奉仕そして親睦・・・創立 30周年をみす

えて」とし下記の事業を行ってまいります。 

1. 小林操ガバナーの地区運営方針にもとづい

て、社会奉仕委員会において下記の事業を

行います。 

1) 10月 24日（木）の世界ポリオデーを移動例

会とし、ロータリー財団・米山記念奨学部門と

連携し募金寄付活動を行います。 

2) 地区補助金 1400 ドルを活用し、市内保育園

に避難車を寄贈します。 

（未来あるこどもたち応援米百票プロジェクト） 

3) 献血例会（移動例会）を 2回開催いたしま

す。 

4) ブライダル事業では新規の登録者の推進し

てまいります。 

2．新たな人員が加わらない組織は衰退します。

クラブにおいても同様であり、会員の増強はク

ラブ活性化にとって必須です。現会員の維持

はもちろんのこと、会員数 3人の純増を目標と

します。 

3．ロータリー活動の原点は奉仕と親睦です。親

睦、ご家族の理解・協力なしには奉仕活動は

成り立たないと思います。親睦・家族委員会に
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おいては、会員相互の親睦をいっそう深めら

れるよう 9月 14日（土）から 16日（月）に親睦

旅行を実施いたします。さらに親睦ゴルフ（木

曜ゴルフ会）、ご家族・世代を超えて交流を深

められる事業を行ってまいります。 

4. ふれあい鴻巣ウォーキングは27回目の開催

となります。今や多くのウォーカー、市民にとっ

てかかすことのできないイベントとなっていま

す。特別委員会に担当していただき、共催団

体鴻巣市レクリエーション協会と連携し、2000

人以上の参加を得られる大会運営をめざしま

す。 

5. 青少年への奉仕は未来への投資です。青

少年奉仕部門においては、ライラ委員会を設

置し、ライラ事業を実施し研修生を派遣いたし

ます。2019年度の米山記念奨学生としてダ

ン・ヒョンジュン君を現在受け入れていますが、

2020年 3月の卒業までクラブの一員として活

動していただき、当クラブへの参加を誇っても

らえるよう世話クラブとしての責任をはたしてま

いります。 

6．クラブ戦略計画委員会ではクラブのビジョン

を示していただき、すべての会員が理解を深

め、共有できるよう努めていただきたいと考え

ています。 

7．ロータリー財団・米山記念奨学部門では、地

区数値目標を 100パーセント達成できるように

してまいります。 

8．例会出席はロータリーアンにとって必須だと

思います。多くの会員に興味をもっていただけ

るように、役立つ楽しい例会プログラムを企画

し、地区目標 90%の出席率を達成できようにい

たします。 

9．MY ROTARYの 100パーセント登録及び「ロ

ータリー賞」をめざします。 

以上会員皆さまのご協力をお願いたします。 

増強・異業種交流 宮城 仁 会員 

会員の素晴らしい協力のもと、異業種交流も

1月からは目にとまるようグラフで紹介いたして

おり、1月から 5月までの件数 252件取引金額

973万円でした。 

交流は会員の心の支えであ

り、団結もつながります。今後

ますますクラブの発展を願うと

ともに協力お願いします。 

 

R財団・米山記念奨学部門 井上脩士 部門長 

R 財団寄付金・米山記念奨

学会寄付金は、すでにすべて

の会員名で 100％振り込んで

います。まだ、事務局に払って

いない方は速やかにお払いく

ださい。 

6月 12日（水）例会に奄美 RC福永健一会長

が出席されます。11日（火）PM6：30より“とき”に

て歓迎会を開催します。多くの会員の参加をお

願いします。 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 
本日 修正 

 6月 5日 5月 22日 5月 15日 

 1291回 1290回 1289回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 33 34 

出 席 数 20 23 20 

欠 席 数 12 10 14 

例会出席率 62.50％ 69.70％ 58.82％ 

Ｍ Ｕ 数 7 3 2 

合計出席数 27 26 36 

出 席 率 84.38％ 78.79％ 64.71％ 

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 632,392 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 652,392 円  

 

今後の活動予定 

 

個人スマイル 

石井洙光 会員  事務所のさいたま市移転も完了、これ

からロータリーも頑張ります。 

宮城 仁 会員  異業種交流いつもご協力ありがとうござ

います。 

会員スマイル 

寺西年度最終月です、みんなで盛り上げましょう 

小畑正勝会員・加藤勉会員・間室照雄・松本安永会員・

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・柿沼洋一会員・坂口正城会員･宮坂良介会員・

田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤

一会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・星野光生会員 

6月 12日

（水） 

第 1292回通常例会 

クラブフォーラム 

2019～2020 年度 委員会活動

方針・活動計画 

6月 19日

（水） 

第 1293回移動例会 

炉辺会議  入会 3年以下の会

員による企画「居酒屋親睦例

会」 会場：川里「八彦」 

18：30 点鐘 

6月 26日

（水） 

第 1294回移動例会 

最終例会 会場：和風レストラン

とき  18：00受付 18：30点鐘 

  

7月 3日

（水） 

第 1294回通常例会 

結婚誕生祝い 

新年度指針発表 

クラブフォーラム 

広報・雑誌 

7月 10日

（水） 

第 1295回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 17日

（水） 

第 1296回通常例会 

ガバナー補佐来訪 

花チャリティ 

7月 24日

（水） 
休会 

7月 31日

（水） 

第 1297回移動例会 

暑気払い 

8月 7日

（水） 

第 1298回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 

8月 14日

（水） 
休会 

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 


