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今回、秋台風が直撃し列島を横断します。
７月は全然発生しなかったのですが、ここへ
きて多くなり被害が出なければ良いのですが
心配です。

リオディジャネイロ・パラリンピックも閉
会 式 が 終 わり ま した。日本 の 金 メ ダル は ０
で、銀１０個・銅１４個・東京に繋げる成績
でした。小池都知事も開催旗を手にし、大きく振っていました。いよいよ
次は東京です。皆さんで開会式の見学に行きましょう。
９月は高卒求人の採用が始まります。埼玉県の求人数が、12,172人で就
職希望者が7,804人、定年退職者が多く、企業でも技術者を育成する方向
ですので求人数が多いです。

次回例会案内
第1730例会 10月4日(火)
会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 卓話
奨学生 ジョルダン君
担
当 米山奨学委員会

大学進学率も上がり、奨学金を借りて進学する人も多く、大学生の半数
以上が卒業時に３００万円の借金を背負っているとのことです。

金持ちの子供だけが良い大学に入り、いい職場に行けるという社会は多く
の若者の生きる気力を奪っている。日本の福祉政策の一番だめなところが
教育政策である。
日本の国立の授業料は1975年には36,000円だったのが現在は、535,800
円、入学金は282,000円です。
高卒と大卒では就職に圧倒的な差が出るので多くの学生の半数以上が奨
学金を借りて進学しています。これには利子も付きます。
大卒も３割以上が非正規雇用で正社員になれたとしても、過酷なブラッ
ク企業も蔓延しています。返還免除は死亡か重度の心身障害で、返還猶予
は１０年の期限付きで１０年たっても年収が上がらない場合でも返還が求
められます。

延滞が発生すると金融機関の「ブラックリスト」に掲載されカードを持
てなくなる。延滞が９か月を過ぎると「一括金額返済」が求められ、その
全額に年率５パーセントの延滞金が発生します。返済は延滞金・利子・元
本の順に充当され、少しずつ返そうにも元本が減らず、むしろ延滞金が増
え続けている人もいます。
破産してしまえば連帯保証人に行き両親や親戚へと連鎖し家族へ迷惑を掛
けていることにもさいなまれていくという大学生が多くなっている。

幹事報告

藤堂

昇幹事

1.地区より「地区大会」の案内が届きました。

・日時
・場所

11月12日(土)

PM13:00 点鐘

11月13日(日)

PM13:20 点鐘

1日目浦和ロイヤルパインズホテル
2日目越谷コミニティセンター
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パンフレットは10月初め

や っ て お り ま し た「宝 く

に送られます。

じ」に つ い て で す。1574 年

2. 地区より、「地区大会ゴ

戦国時代から江戸時代にか

ルフ」の組み合わせ表が

けて、大阪府摂津にて富札

届きました。関係者に配

として始まったそうです。

布済

神社のお参りの時にお金を
箱にいれ、当たった人に富

3. 地区より、「ＲＬＩパートⅠ

札を渡したのが始まりだそうです。

の終了証」が、青山会員と奥津会員に届きました。

当時は大変人気があったそうです。私も一時は宝く

4. 公益社団法人さいたま観光国際協会より「各種発

じに凝って買っておりましたが、今は買っておりませ

行物」が届きました。

ん。１等に１番違いの時もあってびっくりした事があ

5. 埼玉県腎・アイバンク協会より「彩の国目の祭典
2016」の案内が届きました。

りました。江戸時代は「宝くじ」では無く「富くじ」

・日時

10月23日(日)

と云っておりました。当時100両が今の1,000万円位で

・場所

ソニックシティビル

PM13:00～16:00
地下1階

1,000両が１億円位に相当するようでした。その頃の

尚、パンフレットもレターレースに入れてあります。

方が当たる確率も今より良く現在は中々当たりが出な

6. 米山記念奨学会より「ハイライト米山 198号」が

い事になっております。これは統計上のお話です。今

メールにて届きました。

までに私が当たったのは、精々3,000円位でした。昔

7. 9/24(土)PM6:30より、管理運営グループ合同委員

に生まれていれば良かったかなぁ～と思いました。

会が「雅致」にて開催されます。

さいたま市の宝くじの収益金は文化、芸術特別基金
や地球温暖化などに使われているそうです。

◆田中徹夫バストガバナー
私 は「ロ ー ズヴ ィラ」と
云う、老人ホームを経営し
ておりますが、この仕事を
始めたのは35年以上前の事
です。私の母親が認知症に
なって入院させた時、見舞

本日のテーマ

いに行った所が施設がとて

会員リレー卓話

も臭くて汚い所でした。別の所へ移しましたが、其処

◆宮本和寿財団担当理事

も臭く、これでは仕方が無いと、最終的には、自分で

皆さんこんにちは。今日

建てました。これが始まりです。基本的には、人生の

は財団の担当例会ですが、

最後を楽しく終わらせて頂く事をモットーにしており

たまには会員の皆さんの卓

ます。皆さん30年後の入所をお待ちしています。

話を聞くのも良いか…と云
う事が、過日の理事会で提

◆藤堂 昇会員

案されました。従って今日

今回は関八州のお城を紹

は「会 員 リ レ ー 卓 話」を

介します。

久々に行いたいと思います。私の方からいっさい前

関東のお城は、徳川譜代大

もってのお願いはしておりません。いきなりのご指名

名のお城です。江戸を中心

となりますが、宜しくお願い致します。

に要所要所に配置されてい
ます。

◆小宮 勇会員

西の防御に大久保家の小田

こんにちは。私は何時も電車で出かける時は、この

原城。

小さい手帳を持ち歩いています。この事について一言

北の防御に近い所で松平家の川越城、奥平家の忍城、東

お話しさせていただきます。それは私自身40年以上

の防御に堀田家の佐倉城、久世家の関宿城などです。
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ここは、利根川水系の要地であり関東の水

増えています。どちらにし

運を押さえる拠点であった。戦国時代北条氏康は、こ

ましても家族葬の場合は近

の地を抑えると言う事は、一国を獲得する事と同じで

親者のみの集まりですか

あるとまで評した。

ら、ほとんどの方が故人の

徳川家は、ここに老中級の家臣を置いた。代表的な大名

事を良く存じている訳で

は、八代続いた久世家である。今あるお城は、江戸城の

す。従って私ども司会から

富士見櫓を模して１９９５年再建されたものである。

すると40分間を故人の事を

小田原城

徳川家康は、腹心の大久保忠世を小田原

お話しする事は返って難しい訳です。他にも「自由

城に置いた。城は、主要部のすべてに石垣を用いた、

葬」などもございます。時代の流れと共に葬儀の形も

総石垣造りの城である佐倉城や川越城のように土塁の

変わってきている事は確かです。例会の締めが人生の

みの城の多い関東地方においては特殊と言えます。

締めの話になってしまってすみません。又、時間があ

関東の入り口として小田原城は、天守があり史跡が多

る時に続きは詳しくお話出来たら良いと思います。

く残り興味が尽きない日本の名城です。

◆遠藤光治会員
仕す「
「
委る四ロ
ー
員豊つ
のタ
長住テリ
と昇スー
下二トの
は職」
目
会業を的
斉
員
奉唱」
と

私は今年、怪我をしてし
まいました。そのとき血糖
値が高く手術が出来ない
で、痛くて苦労しました。
前から血糖値が高いとは分
かっていましたが、自覚症

状がないのでお酒を多く飲
んでいました。今、それを反省していまして、お酒を
1年間は取り敢えず飲まないように誓っています。
また、健康には水素と言われ2020年にはエネルギー
は水素、人間も水素の時代になると言われていますの
で、水素吸入器をメーカーとして製造販売し、いろい
ろのとこで発表会をしましたら埼玉県の薬事法、医療
器具、などの事を取り締まるところから連絡があり、
行って来ましたら、水素吸入器は医療機器ですから医
療機器製造の認可を取得してからでないと製造販売は
してはならないと言われました。許可を執るのには2
年と1億円ぐらいの予算が掛かりそうなので、製造販
売の権利を医療機器製造許可のある会社に譲渡し、私
の会社は閉鎖するようにしました。
また、毎年上がっていく医療費を下げる方法として
イギリスでは国が民間にお願いして、減塩を4・5年か

でかの出
すほ山席
。る形報
会照告
員之と
の会ス
ツ
マ
ー員イ
シとル
ョ橋報
ッ
ト本告

けて成功したと、昨日のＮＨＫテレビで放送されてい
ました。日本でも足立区などが街の居酒屋などにお願
いして「お通し」に野菜とか、最初に出す料理は野菜
からとお願いして歩いているとの事が放映されまし
た。

◆青山いづみ会員
最近「家族葬」が増えました。それは予算的の面
と、個人のこだわりを尊重して「家族葬」の選択肢が
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ニコニコＢＯＸ・出席報告

司会の丹野寿明会員と宮本和寿例会委員長

阿津澤

清

藤堂

昇

斉藤

公司

清水

裕次

遠藤

光治

宮本 和寿
山形
杉田

照之
政男

小宮

勇

豊住
加藤

昇二
和正

会員増強の意義(Significance of Membership Development)
1. 毎年会員の自然減が5～10％とみられる。このた
めにも毎年新しい会員の補充が必要である。
2. 組織を生き生きとさせる為には、常に新しい血
の導入が必要。
3. クラブ活性化のため、老、壮、青のバランスを
保ち、若返りが必要。
4. 会員増強と拡大は、毎年ＲＩ会長の最重要課題
となっている。その課題に取り組むのは当然。
5. 誰かの推薦によって自分は入会したので、この
特典を他の人にも分かち合いたい。
6. 会員増強は財政や奉仕活動推進の為、大きなプ
ラスになる。
7. ガバナーの任務の最大課題は会員増強と拡大と
されている。ロータリーは創始以来、一貫して
会員増強に努めてきた。
8. 奉仕活動上、プロジェクトの数や規模にとって
有利となる。
9. 地域社会の職業的な横断面を表すべきで、可能
な限り地域に存在する職業分類を網羅する事が
必要。
10. 会員数が増えて現在の会場では、狭すぎる時に
は拡大を検討する。
11. 会員の少ない地域には、会員増強によって奉仕
の理想を推進できる。
12. 既存のクラブでは世界の会員数の平均は減少傾
向にあり、会員増強が必要。

2016～’17年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

青山いづみ
丹野 寿明
橋本かほる
中里
仁
田中 徹夫

パラリンピックが終了しました。皆頑
張っていました。すごいです。
今日の卓話、誰が指名されるか楽しみ
です。
米山記念奨学金寄付、1人当たりの目標
は25,000円です。集金に伺います。ご
協力お願いします。
又、台風が来るとか。今年は台風が多
いですネ。気を付けて下さい。
地球温暖化による災害、経済が大変な
時代になるでしょうか。
足元の悪い中、御出席御苦労様です。
台風が気になります。
卓話良かったです。
台風16号接近中、自動車に気を付けま
しょう。もう少しで？
台 風 16 号、気 に な り ま す が…農 家 の
方々大変ですね。
涼しい一日となりそうですが。
西村さんへ、納涼例会のお写真に感謝
します。
台風の影響が少ないといいですネ。
急に寒くなりました。皆様体調に気を
付けて下さい。
卓話楽しみにしております。
雨やまないかなぁ～。

ニコニコBOX金額報告
9/20合計

２１，０００円

今年度累計

３４３，０００円

出席報告
例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

9/20
免除2名

28
(2)

16
(2)

10

5

80.76%

9/6修正
免除2名

28
(2)

26
(2)

0

0

100.0%

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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