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2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんばんは。緊急事態宣言が解除され、今年度初めての夜
間例会ができるようになりました。新型コロナウイルスの第６波は必
ず来るだろうと言われていますが、ここ連日の新規感染者数の激減ぶ
りだと、果たして本当に来るのだろうかという気もします。ようやく
世の中がかつての日常を取り戻せるようになるのかなぁと期待をして
いる方も多いのではないでしょうか。まだまだ油断できない状況です
が、皆さんはワクチンの接種が済んでいる方も多いと思いますので、
今日は懇親会を設けています。
さて10月24日は世界ポリオデーでクラシックカーラリーの応援に行
ってきました。『ロータリーの友』は日本全国版だと思うのですが、
第2770地区のポリオ根絶チャリティ・クラシックカーラリーの告知が
大きく載っていました。会員の皆様には直前でのご案内となり申し訳
ありませんでしたが、当クラブではこのカーラリーへの応援に行き、
例会とさせていただきました。財団部門に出向している小田切会員か
らグループラインに投稿もありましたが、普段街中ではなかなか目に
する事のできないクラシックカーが41台。車両エントリー費の一部が
ポリオ根絶のために寄付されるということでした。大宮氷川神社〜川
越〜秩父〜パレスホテル大宮へのルートで、ゴール地点に１台目で乗
り付けたのは松本ガバナーが助手席に乗っていた車でした。貴重な休
日にも関わらず、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
話は変わりまして、11月８日(月)の「人生が変わる 1分間の深イイ
話」に大木保司さんが出演されるそうです。上尾出身の羽鳥慎一さん
が司会されている番組で、上尾についてお話しされたそうです。
話は遡りますが、今年度の初め、7月1日、8日、15日と3週連続雨や
雷雨で私は雨男なんじゃないかとお話しさせていただきましたが、７
月３日に起きた熱海市の土砂災害へのロータリーからの義援金につい
て２週間前の例会で2770地区で集まった義援金額について幹事報告で
あったように、『ロータリーの友』10月号に、日本全国から集まった
義援金の詳細について載っていたので、ぜひ皆さんにシェアしたい内
容でしたので紹介させていただきました。日本全国から6100万円のお
金が集まったそうです。6100万円の使い道ですが熱海市に渡してその
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ままでなく、被災者が生活に必要になる個人負担に
なる生活用品の一部に充てられたそうです。家電に
ついてはノジマ電気が提供するそうで、家電以外の
インテリアはニトリで買うと市が補填すると、ロー
タリー側と決めたそうです。私たちの会費がスピー
ディに義援金になって、ロータリークラブがメディ
アに支援団体として採り上げられたのは素晴らしい
なと思ったのでシェアさせていただきました。
さて本日はモンゴル出身の米山記念奨学生・修了
生ソドさんがゲストとしてお越しになりました。今
月は米山月間、10月初旬の１週間が「ロータリー学
友参加推進週間」だったようで、ソドさんが例会に
来てくれているのも何かの縁かもしれません。
続いて米山記念奨学生の荘正宇君についてです。
近況報告が届きました。「最近、私はかなりうまく
やっています。新学期が始まったので、勉強に励ん
でいます。研究の部分については，今のところかな
りスムーズなはずです。さらに、12月末に国際ジャ
ーナルに論文を投稿する予定なので、今は頑張って
います。進捗はあまりよくないですが、私は頑張り
ます。 今、コロナので、まだ日本に行けません。
しかし、最近、日本ではコロナはだんだん安定して
きましたので、すぐに行けるはずです。私は日本に
行く日を楽しみにしています。」とのことです。荘
君が来日したら、ぜひ歓迎したいと思います。
最後に、本日の例会主題は、坂会員に夜会員卓話
です。会員卓話の目的は、会員相互でよりお互いを
知っていただき親睦と、ビジネスの発展に繋がれば
という思いで企画しています。後ほどの卓話を楽し
みにしています。本日もよろしくお願いいたします。

幹

事

報

告

長沼 大策幹事
◇入会月財団寄付金の名
称が「上尾ロータリーク
ラブファンド 入会月積
立金」に変更されました。
◇11月４日、社会奉仕事
業で領家グリーンゲイブ
ルズへ赴き野菜保冷庫の寄贈式を行います。
◇11月14日（日）は、地区大会になります。大勢の
皆さんのご参加をお願いいたします。
◇岡野会員が腰の圧迫骨折で10月10日から入院され
ました。クラブからのお見舞金を渡しました。

ゲ ストあいさつ
2017-2019学年度 米山記念奨学生 ソド・チャンドマニチメグ様
皆さん、こんばんは。
モンゴルから来ましたソ
ド・チャンドマニチメグ
です。ニックネームはチ
ャギーと申します。モン
ゴルで日本語を覚え、大
学では日本文化を４年間専攻しました。一度社会人
になりましたが、日本の大学院で学びたいという夢
があり、新潟の事業創造大学院大学の経営学部に入
学し、大学からの紹介で米山記念奨学制度を知り、
応募して新潟ＲＣさんにお世話になりました。カウ
ンセラーさんも優しく、毎月同好会に参加し、日本
海海岸のごみ拾いボランティアにも参加させていた
だき、楽しい２年間でした。大学院生時代、モンゴ
ルの乳製品を日本市場へ輸入販売する事業計画を立
て、ニッカン新聞ビジネスプラン発表会で入賞しま
した。現在は上尾のアスクというお米販売の会社に
就職し勤めています。本日は、米山記念奨学でお世
話になったロータリークラブが上尾にあることを知
り、懐かしく、今度は社会人となった私が逆になに
か活動のお手伝いができればという思いでお訪ねし
ました。上尾を盛り上げていきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。

近況報告

関口 良康会員
生まれて50年、今年８
月に人助けをする初体験
をしました。今まで、や
さしい街・上尾で育った
のでトラブルのない人生
を送ってきましたが徒歩
で職場に向かう途中、朝８時でも暑くて、上尾陸橋
の交差点あたりでバタンという音が聞こえ、なんだ
ろうと思って振り返ったら70代くらいの方がひっく
りかえっていました。おそらく熱中症に近い状態だ
ったのかなと思います。そこで110番に電話しすぐ
に警察の方が迎えにきてくれるということで、私は
会社に向かいました。上尾は安心な街なので、今ま
で警察に電話したり人助けをすることもありません
でしたが、そんな初体験でした。
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結 婚・誕 生 祝 い

例会主題

〜

会員卓和

年金と定年

結婚記念日 おめでとうございます！

坂 佳三 会員（社会保険労務士）

大塚

信郎

会員

物忘れを解消するにはどうしたらいいかと考え、
人の顔を思い浮かべながら、名前を思い出していま
す。時間がかかりますが、ボケを予防しています。
大木

保司

会員

誕生日は秋刀魚を食べました。結婚記念日は結婚
30周年記念の年＝パール婚式でした。「深イイ話」
で上尾は安心・安全で住みやすくていい街ですよと
話しましたが、短いＯＡになるだろうなと思います。
坂 佳三 会員
今年で結婚23年目を迎えまして、やっと１人目の
子が大学を卒業しましたので、あと２人がんばって
いきたいと思います。
お誕生日 おめでとうございます！

門崎

由幸

会員

54歳になりました。毎年のことですが体重がなか
なか落ちません。１年間体調管理をして来年の今頃
は20kgは減らしていこうと思っています。
村岡

武仁

こんばんは。仕事柄、
年金や雇用を扱っていま
す。８月に事務所を引っ
越しました。今回、皆さ
まにお話しして、ために
なるかなと思ったのは、
今後、日本の年金制度の支給開始年齢がどんどん上
がっていくというようなお話しです。
年金制度が始まったのは昭和17年（昭和19年）か
らで、国民のためというよりは、戦争でお金を集め
るためと言われています。もともと男性だけ55歳か
ら支給する年金だったのですが、それを４回法改正
して今の形になっているんです。昭和29年に55歳を
60歳に引き上げ、昭和60年に60歳から65歳に引き上
げたました。昭和60年の時、60〜65歳まで特別支給
という免疫をつけて引き上げました。最近引き上げ
たのが平成６年と平成12年の改正です。平成６年と
平成12年を図解していくと、２つの法改正で年金を
引き上げています。今、年金は二階建てになってい
まして、平成６年は12年かけて５歳引き上げている
という感じで動いています。平成12年、２回目も引
き上げたとなっています。それで引き上げる時に影
響がでまして、通常であれば現役世代と、年金をも
らうスタートが重なっているのですが、引き上げて
しまうと図（下）の青い部分に隙間ができてくるの
ですが、ここをどうにかして埋めなければいけない
ということで、国がやっているのは定年をどんどん
後にずらす作業をするんです。先ほど平成６年と12
年で年金の支給を上げたのですが、今度12年と18年
の法改正で定年を上げていく。最初は努力義務をし
ましょうねという感じで平成12年の時にして、平成
18年の時に「しなければいけない」と文言を変えて

会員

84歳になりました。運転が好きで、自分なりのス
ローガン「気をつけろ84」をハンドルに下げて運転
しています。今後ともよろしくお願いいたします。
小田切宏治

会員

お祝いいただきありがとうございました。お礼を
申し上げます。

いくという感じです。法改正が始まると、それに対
して国は助成金を出しているんです。平成12年には
継続雇用定着促進助成金を作り、平成18年は定年引
上げ等奨励金を作って、お金が貰えるからみんなが
やるといった感じで、完全にアメとムチの関係を作
り上げています。
まとめると、国が何かをしようとした時に、最初
は努力規定を作って、それに対して助成金が創設さ
れます。その後に年金の支給開始年齢を徐々に引き
上げて、その後には義務規定に変えてしまって年金
支給開始年齢を上げていくという流れがあるので、
これをもっと簡単に言うと、簡単な法改正（努力規
定）と助成金をセットで作って、最後に義務に変え
ていくという流れです。
今年、簡単な法改正が１つありまして、65歳まで
の雇用確保措置という、65歳までを定年にしましょ

うというのに加えて、67歳から70歳までの就業を確
保しましょうという感じになっていまして、70歳ま
で定年を上げたり、70歳まで継続雇用をするという
企業に対して今年は倍額くらいのお金がでているん
です。この助成金は９月に締め切っていまして、基
本的に国の予算は１年で消化できるくらいの金額を
作っているのですが、わずか半年で全部なくなって
しまうくらいです。埼玉県の申請件数は200件、去
年１年間で60件なので、約４倍〜６倍くらいの申請
件数がでているので、決めていく人はさっさとやっ
ていくんだなと思います。国は年金の支給を70歳か
らとしているので、それに対して定年を早急に引き
上げていく方がいいのかなと思って今日お聞きいた
だければと思い、この資料を作ってみました。皆さ
んのお役に立てれば幸いです。本日はありがとうご
ざいました。

斎藤修弘会長／深澤副会長／長沼幹事／門崎副幹事／
須田会員／樋口会員／小田切会員／坂会員／

会員数
出席数
欠席数

丹井会員／大木崇寛会員／関口良康会員／山崎会員

出席率

大塚信郎会員／村岡会員／大木保司会員／齋藤博重会員／

35
23
12
65.71％
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社会奉仕事業 視覚障がい者の未来に光を届けるプロジェクト！於：領家グリーンゲイブルズ
既に利用していただいており、利用者（視覚障がい
者）と所長からお礼の言葉をいただきました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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地区補助金を使い、多機能型事業所に野菜保冷庫
を寄贈、この日、寄贈式を行いました。事業所では

