
1 /4 

 

 
 

 

奉仕を通じて 

平和を 

田中作治 RI 会長 

 

 

例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 
 

四つのテスト唱和    仁見惠美子 会員 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 仁美恵美子会員 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

卓話 

資産運用の知恵（リスク軽減の方策） 田邊 聖会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員 

特別委員会 井上脩士委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキングＰＲ委員会 山口光男委員長 

地区役員出向者報告 松本安永会員 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 山口光男副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 絆を高め 

     ふるさとの心を 
 

第 996回例会 2013年 2月 27日 

日 



2 /4 

 

 
 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

昨日の夜のテレビ番組の

ことです。御覧になった方も

おられると思いますが、現

在子育て中で大変苦労して

いる方がおられるということ

です。それに関して女優さ

んたちの子育てがテーマです。そのうちの一人

のギャル曽根さんの質問です。夜は夫の帰り

が遅く、出張の日は淋しい。そんなことを涙を

流しながら訴えておりました。他の女優さんも

涙を流しておられる方もおりました。その他に

七、八人おり、さすが名解答だと見ていました。

その第一は、夫が家事をしない、第二は、夜の

帰りが遅い、あまり子供の面倒をみないというこ

とです。昔は大家族で、近所の人たちとも何か

と話ができたと思います。今では話し相手も少

なく、心配です。 

私は昔のことを思い出して見ていました。女

性は朝早くから夜遅くまで男性以上に働き、多

い方では十人もの子供を育て、立派に世に送

り出していました。特別な知識もなく、食事も今

ほど豊かではありませんでしたが、立派にやっ

てきました。今では、生活の水準も上がり、情

報も豊かになりすぎ、逆にそれが神経質なり、

災いになっているように思われます。リラックス

をして自然にまかせたほうがよいのではと思い

ながらテレビを見ていました。 

ところで話は変わりますが、今日の例会は欠

席者多く、せつない気持ちで一杯です。例会

出席はロータリアンの義務のひとつです。遅刻

してもかまいません。早退してもかまいません。

務めて出席下さる様お願い申し上げます。 

幹事報告             松本安永 幹事 

① 3月 3日（日） 米山記念奨学部門・ロータ

リー米山記念奨学生修了式開催されます。

欠席 

② 3月 13日（水）第 5グループ会長幹事会が

鴻巣水曜ロータリークラブ担当で開催。 

③ 3 月 16 日（土）上尾ロ

ータリークラブ 50周年記

念式典が開催されます。

会長幹事が出席いたし

ます。 

④ 3 月 17 日（日）18：30

開演 学友会コンサートが浦和コミュニティセ

ンターにて開催。チケット代金（1枚 2,000円）

はクラブで負担、スマイルより支出。 

⑤ 3 月 19 日（火）4RC 合同例会の案内及び

プログラムが届きました。参加費 3,000円にな

っていますが、1,000 円は例会食事費より支

出いたしますので、個人負担は 2,000円をお

願いいたします。 

⑥ 3 月 21 日（木）上尾北ロータリークラブ 25

周年記念ゴルフ大会開催。第 5 グループ会

長・幹事あてに参加要請が来ています。会長

幹事が出席いたします。 

⑦ 4月15日（月）鴻巣ライオンズクラブ主催の

アイバンクチャリティゴルフ大会開催の案内

が届きました。 

卓話             田邊 聖 会員 

資産運用の知恵（リスク軽減の方策） 

 一般にリスクというと「損

出」と解釈されることがあり

ますが、投資理論では期

待したリターン（収益）に対

するブレをリスクと言って

います。リスクとリターンは

表裏一体の関係にあり、高いリターンを望めば

リスクは大きくなり、リスクを抑えよとすればリタ

ーンも低くなります。 

リスクとリターンの関係をゴルフに例えると、リ

ターンは「ボールをどれだけ飛ばせるか」という

ことであり、リスクは「ボールがどれだけブレる

か」ということになります。一般的に遠くの目標

に飛ばそうとすればブレは大きくなり（ハイリスク

ハイリターン）、ブレを抑えようとすると飛距離は
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短くなってしまいます（ローリスクローリターン）。 

運用の世界に「卵はひとつのカゴに盛るな」

という格言があります。ひとつのカゴに多くの卵

を入れておくと、そのカゴを落としてしまった時

にはすべての卵が割れてしまいますが、いくつ

かのカゴに分けて入れておけば、ひとつのカゴ

を落としてしまっても別のカゴの卵は無事です。

投資の世界でも同じことが言えます。ひとつの

投資対象にすべての資金を投資するのではな

く、出来るだけ多くの対象に分散することが重

要です。これを「資産分散」と言います。値動き

の異なる資産を組み合わせることで、資産全体

のリターンのブレを抑える効果あります。 

また、出来るだけ長い期間をかけて運用す

る「長期運用」。時間を味方につけて、じっくり

腰をすえて取り組むことも賢い運用の鉄則です。

さらには、ドルコスト平均法を用いた「時間分散

する」手法を身につければ、より安定したリター

ンが期待できます。 

このように「資産分散」「長期運用」「時間分

散」の 3 つが、資産運用のうえでは、リスクを抑

えるより多くのリターン得る有効な手段といえま

す。 

委員会報告 

親睦・家族委員会      加藤 勉 委員長 

 東京スカイツリー見学の日

程が 5 月 15 日（水）に決定

致しました。現在 22 名の参

加が決定しておりますが、

25名以上になるようでしたら

増員予約をしなければなりませんので、本日欠

席の方へはＦＡＸしてすすめていきたいと思い

ます。早めの返事をお願いします。 

3 月の第三木曜会ゴルフコンペは、3 月 20

日に予約しましたが、お彼岸なので、28 日に

再度予約しましたところ、上尾西ロータリークラ

ブ 40 周年式典の為欠席が多く、再度久保田

会長と相談のうえ、決定致します。再度ご案内

します。 

特別委員会         井上脩士 委員長 

 本日、第 4回総務部会を開

催します。担当の会員は参

加をお願いします。 

先日、第 1 回全体会議が

行われました。レク協の方々

（コース委員会）の頑張りは

すごいです。ほぼ準備が出来上がっています。

我々RC も頑張らなければいけません。会員に

2000 名の参加者を目標に、会員各自が 10 名

以上の参加者を募って下さい。お願いいたしま

す。また、協賛金の方もよろしくお願いします。 

ふれあい鴻巣ウォーキングＰＲ委員会 

山口光男 副委員長 

3月3日鴻巣陸上競技場9

時集合、コースの下見を行

います。皆さまの参加をお願

い致します。 

次年度地区役員出向者報告 

松本安永 会員 

2月 19日、埼玉会館にお

いて開催された次年度

（2013～2014 年度）地区チ

ーム研修セミナーに寺澤会

長と共に出席してきました。 

私は次年度地区会員増

強維持部門に出向となりました。部門長は、今

年度当クラブに卓話にお見えになられた、大

宮シティ RC の宮下守夫様です。懇親会の席

では隣になりお話ができましたが、鴻巣の出身

で鴻巣 RCの小寺さん、吉田さんとは中学の同

級生だそうです。次年度地区活動方針の要点

は、①若い会員・女性会員の増強 ②ガバナ

ー補佐会議への積極参加 ③新会員の集い

を年2回実施 ④職業奉仕部門と連携して、新

たに開発されて新分類表を基礎に未充填分野

の新会員勧誘方策の支援を行うことです。次

年度の地区の行事としては、今回の地区チー
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ム研修セミナーを皮切りに、3 月 7 日～8 日会

長エレクト研修セミナー、4月 19日（金）大宮ソ

ニックシティにおいて地区協議会が開催されま

す。 

出席報告 

    宮城 仁 委員長 

 

 

スマイル報告  

  山口光男 副 SAA 

 

 

前回までの合計 429,255 円
本 日 の 合 計 18,000 円
次回繰越金合計 447,255 円  

 

編集後記 

今年になって早 2 ヶ月が過ぎました。今年の

目標のひとつに読書 50冊をあげました。週一

冊のペースですが、早くも挫折しそうです。2 ヶ

月でまだ3冊です。残り47冊、結果はこの編集

後記で発表致します。          （Ｋ．Ｔ） 

 

今後の活動予定 

 

 

 本日 修正 

 2月 27日 2月 22日 2月 13日 

 996回 995回 994回 

 通常例会 IM 通常例会 

会 員 数 31  31 31 

出 席 数 17  23 

欠 席 数 14    8 

例会出席率 54.84% 100% 74.2% 

Ｍ Ｕ 数 4   3 

合計出席数 21 31 26 

出 席 率 67.74% 100% 83.8% 

個人スマイル 

田邊 聖会員…初めての卓話です。よろしくお願い致し

ます。 

スマイル 1  田邊聖会員卓話ありがとうございます。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝

会員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・

間室照雄会員・加藤文男会員・井上脩士会員・小林 功

会員 

スマイル 2  ふれあい鴻巣ウォーキング協賛金、参加者の

協力よろしくお願い致します。 

小畑正勝会員・加藤 勉会員・山口光男会員・松本安永

会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員 

3月 6日 

（水） 

第 99７回移動例会 

会員誕生月祝い・令夫人誕生

月祝い・結婚月祝い  

会員卓話 

広報、雑誌、ＩＴ 花チャリティ 

3月 13日 

（水） 

第 998回通常例会 

会員卓話題 

3月 19日 

（水） 

第 999回移動例会 

4C合同例会 

3月 20日 

（水） 
法定休会 

3月 27日 

（水） 

第 1000回移動例会 

献血 

4月 3日 

（水） 

第 1001回通常例会 

会員誕生月祝い・令夫人誕生

月祝い・結婚月祝い 

会員卓話 

4月 10日 

（水） 

第 5 グループ親睦ゴルフ出席

者多数のため休会 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長 間室照雄 

委  員  山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖  


