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第 19 回 [ 3027 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）１２月 ３日 （木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             
 
◆国歌 ◆ロータリーソング 〔奉仕の理想〕            
 
◆四つのテスト 白川敏明 職業奉仕委員 

◆お客様紹介  

❁第 2530 地区 会員増強・拡大・ロータリー情報委員 西川博美 様 福島しんたつＲＣ【職業分類：建築資材】 
❁福島しんたつＲＣ 会長 一條雅敏 様 【職業分類：社会保険労務士】 

 
【 12月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１２月 ７日 紺野靖子様（容樹会員）        
∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 12 月 8 日 村上 裕司 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 福島しんたつＲＣ会長 一條雅敏 様  今、このコロナ禍におきまして、活動 
等もかなり制限されております。しかし、こういう時だからこそ、一致団結して、みんなで盛り上がってやっていこう
と、現在活動しております。そういった中で、先日、次期ガバナーノミニーの推薦がありました。当クラブから、西川
博美会員を推薦いたします。その時がまいりましたら、第二分区として盛り上げていただければと思います。皆様のご
協力をお願い申し上げまして、私のご挨拶といたします。本日はありがとうございました。 
 
 地区役員 佐藤喜市郎 会員  一條会長さんより、先ほどお話がありましたが、今回はデグジネートとして、第二
分区から選出するローテーションになっております。ガバナー選出というのは、なかなか大変なことですが、私は第二
分区から是非出して欲しいと思っております。第二分区７クラブの皆さんで協力をして、そのガバナーを支えていきた
いと思っております。飯坂クラブの方々にも、ご協力をお願いいたします。これが担当である第二分区から出せなくて、
第一分区から選出されたということでは、同じロータリアンとして恥だと思いますので、宜しくお願いいたします。 
 
◆会長の時間 
本日は、地区会員増強・拡大委員会委員の西川様と福島しんたつＲＣの一條会長をお迎えして

の例会です。後ほど西川様には、会員増強の極意をお話いただけるものと思いますので、楽しみ
にしております。さて、１１月３０日は「いい未来」という語呂合わせで、年金の日でした。本
日は年金の日に因んで、公的年金について、お話させていただきます。昭和３６年に国民年金制
度が始まり、国民皆年金ということで、会社員や公務員以外の自営業者、無職の人まで全員が加
入できる年金制度ができました。今、公的年金制度は、２階建て年金制度といわれますように、
１階部分の基礎年金がこの国民年金になり、２階部分が厚生年金になります。本日は、この基礎年金にあたる国民年金
についてお話ししようと思い、資料「思い出の昭和史 昭和３６年」をご用意しました。国民年金保険制度は、２０歳
から６０歳まで４０年間保険料を納付して、今年の額で、６５歳から年額７８１,７００円を支払われるようになってお
ります。毎月の保険料は、現在１６,５４０円です。では、資料の昭和３６年当時、国民年金額は年間でいくらもらえる
ようになっていたかというと、年間２万４千円です。すぐに６万円[夫婦で１万円(月)]に上がりますが、年間６万円でど
う生活していくのだと思われる方もいると思います。資料の賃金や物価をご覧下さい。大卒初任給が１４,８１７円で、
物価が、例えば新聞購読料は月３９０円とあります。この当時の物価ですと、年間６万円でも最低限の生活はできたの
だと思います。現在、新聞購読料は約１０倍です。当時から約１３倍となっています。つまり、物価が１３倍に上がれ
ば、年金額も１３倍の額になりますよというのが「物価スライド」です。６万円×１３倍＝７８万円。年金制度には物
価スライド(平成１６年まで)という特徴があり、物価の上昇に連動して、年金給付額も変動するという制度になってお
ります。今は「マクロ経済スライド」となり、単純に物価のみでは連動しなくはなっておりますが…。つまり、公的年
金制度は、物価が上昇しても、最低限の生活ができる給付水準になっているという、なかなか捨てたもんじゃない制度
にはなっております。物価に連動して年金給付額が変動するというのは、民間の個人年金ではできないことなのです。  
◆幹事報告 斎藤孝裕 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友」１２月号 「ガバナー月信｣１２月号 №6 

 Ｂ．来 信 
❶ロータリーの友委員会より               ❹福島中央ロータリークラブより 

「新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応の件」  「新会員オリエンテーションプログラムの案内」 
あ ❷２０１９－２０年度ガバナー 芳賀 裕 氏より         ❺飯坂方部自治振興協議会より  

 「２０１９－２０年度地区会計報告」     「令和３年度飯坂方部顔合わせの案内」 
❸国際ロータリー事務所より              と き 令和３年１月４日（月）ＰＭ３：００～ 

会員総数 39 名  

出席会員 33 名  

欠席会員  6 名 

出席率  84.62% 
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  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   石 黒 秀 司 

ガバナー補佐  佐久間 弘 行 

会   長     菅 野 浩 司 

幹   事     斎 藤 孝 裕 
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言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

「１２月ロータリーレートのお知らせ」           ところ パルセいいざか   
１ドル １０５円（現行１０４円） 

 

地区重点活動目標 
１．例会最重点主義
で、例会出席者の
純増・出席率を高
める。 
２．会員増強目標 
３．福島職業宣言成
文化 

４．青少年ショート
交換事業実施へ
の研究 

5.横断的な委員会
ジョイントでの活
動強化 

6.ロータリー賞へ
の挑戦 

7.ロータリー財団
への理解と活用 

8.米山記念奨学会
への協力 

１２月は 
疾病予防と治療月間 
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Ｃ．メーキャップ報告 
１１／２９  ガバナーエレクト事務所開設披露式・国際協議会激励会    安斎忠作 会員 
１２／２   福島南ＲＣ                        安斎忠作 会員 

 
◆ガバナーエレクト事務所開所披露式＆国際協議会激励会の報告 2021-22年度県北第二分区ガバナー補佐 安斎忠作 会員 
１１月２９日に、ガバナーエレクト事務所開所式と志賀利彦ガバナーエレクトの国際協議会の激励会が、いわきで行

われました。今回、ガバナーエレクトの研修会は、本来ならアメリカで行われるはずでしたが、コロナのためにオンラ
インでの研修ということで、非常に残念だというお話をしておりました。次年度は、皆さんのお世話様になるというこ
とで、盛大に開所式並びに激励会が行われましたのでご報告いたします。  
◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員 【合計５４ｓ】 
第 2530地区会員増強・拡大委員会委員 西川博美 様 2,000円 今日はありがとうございます。 
福島しんたつロータリークラブ会長   一條雅敏 様 2,000円 飯坂ＲＣ訪問を記念して 
菅野 浩司会員 ５ｓ 地区会員増強・拡大・ロータリー情報委員の西川様、福島しんたつＲＣ会長一條様をお迎えして 
石川 邦俊会員 ５ｓ 妻に誕生日のお花を頂きまして 
吾妻 一夫会員 ５ｓ 西川博美様をおむかえして 
斎藤 孝裕会員 ３ｓ しんたつロータリークラブ、地区委員 西川様、一條会長をおむかえして 
佐藤喜市郎会員 ３ｓ しんたつＲＣの西川様をお迎えして 早退おわび 
畠  隆章会員 ３ｓ 地区会員増強・拡大・ロータリー情報委員 西川様をお迎えして 
佐藤 真也会員 ３ｓ ゲストに西川博美様、一條雅敏様をお迎えして      安斎 忠作会員 ３ｓ 西川博美様をお迎えして 
村上 裕司会員 ３ｓ 西川様、スピーチ楽しみにしております。        鈴木 重忠会員 ３ｓ 西川様をおむかえして 
西山 友幸会員 ３ｓ 妻に花束ありがとうございました。           西條 博之会員 ３ｓ 西川様をお迎えして 
千葉 政行会員 ２ｓ ・前回欠席おわび ・ゲスト西川様をお迎えして！    生田目正志会員 ２ｓ 西川様をおむかえして 
中野 哲郎会員 ２ｓ ・長期欠席おわび ・西川様をお迎えして        中島 定宏会員 ２ｓ 西川さんをお迎えして  

◆ゲストスピーチ 第２５３０地区 会員増強・拡大・ロータリー情報委員会 西川博美 様 

今日は、お招きをいただき、ありがとうございます。会員増強については、ＲＩの会長が会員
増強と言わない方はいないのではないかというくらい、本当に長い歴史の中で、目標に掲げられ
てきております。先日、２５３０地区の５年間の会員数の推移が提示されました。２０１５年か
ら２０１９年までの 5 年間、県北第二分区で、飯坂さんの場合は、２０１５年には３２名で、女
性が１名。それから１６年はそのまま。２０１７年は３７人で 1 人プラス。２０１８年は３９名
で２人プラス。今、この数字では１９年２０年３７名になっております。それともう一つ、皆さ
んにお礼を申し上げなくてはなりません。６月まで県北第二分区のガバナー補佐として、皆さん
と共に、一年間過ごさせていただきましたが、まだ８クラブがあった時に、分区８クラブ全部で

会長賞にチャレンジしようと、叱咤激励しましたが、皆さんにはそれに応えていただきました。日本でも分区全クラブ
が習得したというのは、今までないらしいのです。これも、前会長の千葉さんはじめ、皆さんにお願いをして、これが
取れたということは、第二分区の勲章かなと思っております。 
これは必ず言って欲しいと言われたことは、会員候補者推薦状です。これは、必ず会員の皆さんにお渡しをして、候

補者を上げていただきたいということで、皆さんも会員増強の話の中で、必ず誰か彼かは紹介をしていると思いますが、
まずは、私が 1 番手っ取り早いと思うのは、断れない人のロータリーの推薦状を出してもらうということです。私自身
も、ロータリー１００周年の時に、まだ２１ＲＣにいた時ですが、この目標を１００年だから１００人にしようという
ことでチャレンジしました。２１ＲＣを作って、私が３代目なので、4 年目がちょうど１００周年ということだったの
で、ちょうど１００人にしました。これは本当に本気だったのです。自分たちが作った目標を必ず達成するという、そ
ういう自負がないと、会員増強だけは絶対難しいと思います。 
それともう一つ、ロータリーとは関係ないのですが、『こんなことがあったら仲間を増やせるのではないか』というこ

とで、少しだけ読み上げさせていただきます。「コロナの影響で、皆さんは色々なことに苦慮していると思います。初め
て経験する、世界的な恐慌などにどう対応していくか、これが鍵であることは間違いありませんが、今回は”初めて”
と”苦手”にスポットを当てて、お話をしたいと思います。まずは、人間関係で”初めて”といえば、入学、進学、入
社、移動、引っ越しなど、春から夏にかけて多いですね。今年は、コロナの渦で予定通りにはいかず、ずれてしまうこ
とでしょう。でも、どうあれ”初めて”を経験しないことには前には進めません。”苦手”も同じです。職場や学校など、
環境で初めから苦手だなと思う人もいれば、付き合いを始めて、ちょっとと思う人もいるでしょう。しかし、これは苦
手な人とも、付き合っていかなければならない社会です。また、移動や引っ越しなど新たな環境に慣れるためには、苦
手だからと新たな人間関係を断ち切るわけにもいかないでしょう。この”初めて”と”苦手”を克服するにもってこい
の技を紹介したいと思います」これがまず、私自身でも会員増強の一つになるのではないかと思って、お話をさせてい
ただいたのですが「コミュニケーション能力を高める最大の武器となる。これは相手の共通点を見つけることです。好
きな趣味や食べ物でもいいですし、好きなゲーム、芸能人やアイドル、アーティストでもいいのです。好きなブランド、
服や靴やカバン、財布でも構いません。共通の好きなものを相手と見つけるのです。もちろん、同じものも共通です。
同じ出身地、同じ出身校、誕生日、生まれ月、血液型、やっていたスポーツ、なぜこの共通点が重要なのかというと、
その共通点によって盛り上がるからです。この一つの共通点を見つければ、親友になれます。三つもあれば大親友にな
れます。このことに努めて下さい」是非、コミュニケーションを作るのに共通点を見つけて、頑張っていただきたいと
思います。「気構え」「やる気」、先ほどお話しをしたように、皆さんの前で１００人にするというような、一つの心構え
で頑張っていただければ、決して、会が疲弊することはないと思います。会員増強も大事ですが、会員維持は本当に大
変です。「和やか」というのが、ロータリーにとっては一番です。 
これで会員増強になるかわかりませんが、やはり一つは「やる気」、目標を大きく持って「やる気」、それが第一番だ

と思います。是非、益々飯坂ロータリークラブさんが発展し、県北第二分区では一番歴史のあるクラブで、我々が真似
をしたいと思うクラブに、これからも存続されることを祈念したいと思います。また、ガバナーの選出についてですが、
私も３年後になりますので、本当に大変なお話ですが、極力、何とか長生きをしながら、頑張っていたらなと思ってお
ります。その節は、また皆様のお力をお借りしないとなかなかできませんので、宜しくお願いしたいと思います。 
拙い話で、ご参考になったかどうかわかりませんが、今日はご了承ください。本当にありがとうございました。 

◆閉会点鐘  会長 

 
■第７回理事会開催 12 月 3 日（木）13：30～「吉川屋」 
《内 容》①2021-22 年度役員・理事選出について ②新春初釜について ③新年夜間例会について ④職業奉仕委員会事業について 

 ⑤１月の例会プログラム ⑥その他 
《出席者》菅野浩司、斎藤孝裕、村上裕司、生田目正志、千葉政行、長谷部弘、服部裕一、石川邦俊、紺野内容樹、西山友幸、渡辺達也、

佐藤真也、吾妻一夫 以上の会員 


