
 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

― 会 長 挨 拶 ― 

 
石川 長司 会長 

 

皆さんこんにちは。例会出席ありがとうございます。 

先週 15 日（日）に国際ロータリー2840 地区・地区大

会記念ゴルフ大会が高崎のサンコー72 カントリークラ

ブにおいて盛大に行われました。館林クラブから出席さ

れた皆さんには早朝よりお集まりいただきありがとう

ございました。結果としましては、個人戦及び団体戦の

上位になることは残念ながらできませんでしたが、親睦

を図りながら楽しくプレーすることができたことに感

謝申し上げます。皆さん大変お疲れ様でした。 

そして、明後日 22 日（日）は、日帰りの親睦家族旅

行があります。今回もコロナ禍のため、会員のみの参加

となりますが、22 名もの大勢の皆さんに参加していた

だけることになりました。ありがとうございます。 

今回ハイキングで登る高尾山について簡単に説明さ

せていただきます。東京都八王子市にある標高 599ｍの

山で 2007 年にミシュランガイドで富士山と共に最高ラ

ンクの星 3 つを獲得したことから、登山者が増え、その

数は年間 300 万人にものぼり、世界一登山者が多い山と

しても知られるようになりました。また、館林の「里沼

SATO-NUMA」と同じく 2020 年に東京都で初めてと

なる「日本遺産」にも認定された文化的で国際的な観光

地となっております。 

たまたま今月のロータリーの友 60 ページに「米山奨

学生と高尾山ハイキング」という記事が掲載されており

ますので是非ご覧下さい。記事の写真では登った時期が

11 月ということもあり紅葉がきれいに写っております

が、今は深い緑が目にも鮮やかな新緑の季節ですのでま

た違った山の表情が見られることを楽しみにしており

ます。 

当日の流れとしましては、朝 9 時に南面駐車場に集合

していただき、まず蕎麦で有名な深大寺に向かい、そこ

で昼食となります。そして午後はメインの高尾山でハイ

キングの予定になっております。夕食をうかい鳥山でと

った後、館林に帰ってまいります。交通状況にもよりま

すが夜 9 時 15 分ごろ到着予定です。最近天気が不安定

ですので何か羽織るものをお持ちいただければ安心か

と思います。 

以上で会長挨拶とさせていただきます。では本日もよ

ろしくお願いいたします。 

 

― 永年在籍表彰 ― 

 
野辺 昌弘 会員 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２２年５月２０日(金) 第３１０５回例会報告（Ｎｏ，２８） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２１～２０２２度 

奉仕しよう みんなの人生をゆたかにするために  
第２８４０地区 ２０２１～２０２２年ロータリーのテーマ 
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― 3 分間スピーチ ― 

紹介：プログラム・健康増進委員会 中世 吉昭委員長 

 

 
石倉 利昭 会員 

自己紹介 昭和 30 年 8 月生まれ 66 歳 

荒井建設代表で明和町川俣在住、堤防から関東の山を

一望できます。趣味は音楽です。 

 

― 会 務 報 告 ― 

石川 長司 会長 

Ｒ ４． ５．１４（土）地区補助金最終審査会 

参加者 小暮 雅𠀋     於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ４． ５．１５（日）地区大会記念ゴルフ大会  

於・サンコー７２カントリークラブ 

参加者 石川 長司・関口  昇・小池 敏郎 

羽鳥 紫乃・矢島 孝昭・横田 善次 

今後の予定 

Ｒ ４． ５．２１（土）地区研修・協議会        

於・ティアラグリーンパレス 

対象者 上野 和路・根岸 利正・菊地 晴美 

小池 和敏・宮内 敦夫・谷田川敏幸 

山本  樹 

Ｒ ４． ５．２２（日）親睦家族旅行 

（日帰りバス旅行）於・東京（高尾山）方面 

Ｒ ４． ５．２４（火）上野年度第１回クラブ協議会        

於・つかさ本店 

対象者 ２０２２－２３年度 

    地区役員・地区委員・理事・役員 

各委員会委員長 

Ｒ ４． ５．２７（金）太田中央ＲＣ 

創立３０周年記念式典 於・マリエール太田 

対象者 石川 長司・関口  昇・小暮 高史 

宮内 敦夫 

Ｒ ４． ５．２８（土）前橋北ＲＣ 

創立４０周年記念式典  於・前橋商工会議所 

対象者 石川 長司・小池 敏郎 

Ｒ ４． ６． ５（日）ヒューストン国際大会 

 日本人親善朝食会 

於・Marriott Marquis Houston 

Ｒ ４． ６．１０（金）現新会長・幹事会 

（新年度のみ） 於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 上野 和路・根岸 利正・事務局 

Ｒ ４． ６．１１（土）米山指定校選定会議 

・学友会総会 

対象者 渋澤 勉   於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｒ ４． ６．１４（火）石川年度 

 第４回親睦ゴルフコンペ 

於・桃里カントリークラブ 

Ｒ ４． ６．１７（金）２０２２－２３年度 

グローバル補助金申請対応ガイダンス 

対象者 谷田川敏幸      於・ガバナー事務所 

Ｒ ４． ６．１８（土）第５回ガバナー諮問委員会 

於・ロイヤルチェスター前橋 

対象者 宮内 敦夫 

Ｒ ４． ６．１８（土）現新ガバナー補佐 

及び地区副幹事「引継ぎ会」 

対象者 小暮 高史   於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ４．６．２４（金）最終例会 

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４．７．１１（月）セブポートセンターＲＣ 

会長就任式  於・セブカントリークラブ 

対象者 上野 和路・根岸 利正・希望者 

 

― 幹 事 報 告 ― 

 
関口 昇 幹事 
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１．例会場・例会時間の変更 

◆館林ミレニアムＲＣ 

６月 ９日（木）→ 休 会 

６月２３日（木）→ 最終夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

          会 場 つかさ本店 

６月３０日（木）→ 休 会 

◆富岡ＲＣ 

６月１５日（水）→ さよなら家族会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 ホテルアミューズ富岡 

６月２９日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡かぶらＲＣ 

６月 ５日（日）→ 移動例会（日帰り親睦旅行） 

６月２１日（火）→ 夜間例会（ふれあい家族会） 

６月２８日（火）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡中央ＲＣ 

６月１６日（木）→ さよなら家族会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 ホテルアミューズ富岡 

６月３０日（木）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①第５回ガバナー諮問委員会のご案内 

【日 時】６月１８日（土） １０：３０～１２：００ 

【会 場】ロイヤルチェスター前橋 

【対象者】宮内 敦夫 

②２０２２－２３年度グローバル補助金申請対応ガイ

ダンスのご案内 

【日 時】６月１７日（金）  

１１：００～１２：００ ガイダンス 

      １２：００～１３：００ 昼食 

【会 場】ガバナー事務所 

【対象者】谷田川敏幸 

③現新ガバナー補佐及び地区副幹事 

「引継ぎ会」のご案内 

【日 時】６月１８日（土） １１：００～１２：００ 

【会 場】ロイヤルチェスター前橋 

【対象者】小暮 高史 

④地区大会表彰記念品のご送付 

  ２０２０－２１年山田年度  

永年在籍表彰 野辺 昌弘会員 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

「ハイライトよねやま ２６６号」のご送付 

◆大泉ＲＣ 

第４分区Ｂ新年度会長・幹事会開催のご案内 

【日 時】６月１０日（金） １４：００～１５：００ 

【会 場】ニューミヤコホテル館林 

【登録料】無 料 

【対象者】次年度 会長・幹事・事務局 

◆太田中央ＲＣ 

地区研修・協議会 駐車許可証のご送付 

（パストガバナー用） 

◆館林市国際交流協会 

令和４年度総会開催についてのご案内 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、総会を

書面表決とさせていただきます。結果については、国際

交流協会ホームページにてご報告します。 

 

― 委員会報告 ― 

 

出席・ニコニコ BOX 委員会 

 
            田部井 孝一 委員長 

例会出席報告 

通算３１０５回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５３名 

出 席 者 数 ３３名 

欠 席 者 数 ２０名 

出 席 率 62.26％ 

前前回修正 35.85%～58.49％ 
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使用済切手寄贈 (有)鈴木造花店 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆石川 長司会長       大変頂きました 

本日羽鳥柴乃会場に卓話をして頂きますので 

☆野辺 昌弘会員         大変頂きました 

地区より永年在籍表彰を頂きましたので、これからも宜

しくお願いします。 

☆小池 敏郎会員           頂きました 

羽鳥会員卓話頑張って下さい！ 

☆横田 善次会員           頂きました 

妻の誕生日に、キレイなお花ありがとうございます。 

☆飯塚 一成会員          頂きました 

羽鳥会員の卓話楽しみにしております。 

☆矢島 孝昭会員          頂きました 

先日は、地区大会ゴルフ、6 名で参加させて頂きました。

参加して頂いた皆様、ありがとうございました。 

また、本日、羽鳥会員、卓話、楽しみにしています。 

☆小倉 敏雄会員      大変×６頂きました 

先日の母の葬儀に際しましては大勢の皆様にご会葬頂

き、また受付のお手伝いまでして頂き本当にありがとう

ございました。 

☆中世 吉昭会員         頂きました 

本日は、石倉会員に 3 分間スピーチを、羽鳥会員に卓話

をして頂きます。よろしくお願いいたします。 

☆羽鳥 紫乃会員         頂きました 

本日、初めて卓話をさせて頂きます。先輩方の前でとて

も緊張していますがどうぞよろしくお願い致します。 

☆石倉 利昭会員         頂きました 

今日は、新会員恒例の 3 分間自己紹介スピーチをさせて

頂きます。今後共ご指導よろしくお願い致します。 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 中世 吉昭委員長 

― 助成金と金融授業推進ついて ― 

 
羽鳥 紫乃 会員 

これまで 8 年ほどいろいろなセミナーを受けてきて

皆さまにお伝えしたい情報がたくさんあるのですがそ

の中でも今、国が推奨している事を２つと私の活動を１

つお話ししたいと思います。 

①助成金 

皆様の会社でも労務士さんがやられているとは思い

ます。助成金は厚生労働省から出ている雇用系、要は

「人」に対しての支援金で主に雇用保険料が財源です。

1 人でも雇用していればもらう権利のあるオカネにな

ります。同じもらえるオカネでも補助金がありますがこ

ちらは経済産業省から出ている事業系のもの、簡単に言

うと「物」に対しての支援金です。こちらの財源は法人

税です。補助金は、他社とのコンペ形式の為に申請を出

しても受け取れない場合も多い、しかも提出資料が膨大

で何に使ったかも、領収書等の報告の義務があり見てき

た限りとても大変という印象です。助成金は、人を雇用

している企業に対して原則、申請すればもらえるオカネ

になっています。県によって違うようですが例えば有名

なのはキャリアアップ助成金で 

＊研修期間から正規雇用すると 1 人につき最大 72 万円 

＊毎年会社で 4 名以上の健康診断をしていると 48 万円 

＊男性社員さんが育休で 5 日間休むと最大 72 万円 

などがあります。 

毎年変化しますし 5000 種くらいあるそうなので毎年何

かの助成金に該当して、何に使っても良いので社員さん

の福利厚生費や、社員旅行に当てているという会社もあ

ります。この、助成金や補助金は、「返済不要の公的な

資金」となっていますがどこのセミナーへ行っても 

＊毎年予算に達成していない 

＊申請しきれている会社が少ない 
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都内よりも地方は少ないという事で私はずっと埼玉や

神奈川などでも紹介してきました。この助成金制度推進

センターというところは申請からオカネがもらえるま

で、全てを代行してくれる企業で、今まで助成金の研修

を受けてきた中で 1 番実績もあり、素晴らしいと思いま

した。これは無料診断の用紙なのですが、もしご興味の

ある方がいらっしゃいましたらお声がけください。 

ここに研修を受けた人の名前がないと無料診断やっ

ていただけないので私の名前が入ってますが私に利益

があるとか、個人情報がばれると言う事はないので安心

してください。 

②ファイナンシャルプランナーの金融授業の推進 

これもご存知の方も多いかもしれませんが 2022 年 4

月（先月）から高校の「家庭科」の授業で「資産形成な

どの金融教育」が必修となりました。 

［内容］ 

家計管理、預貯金・保険・クレジット/ローン・投資

に関して最低限知っておくべきこととなっています。 

これは皆さんご存知の通り少子高齢化に伴って働く人、

生産人口を増やしたいという事で成人を 18 歳からとし

た事と関係していて 18 歳を迎える前に、税金や投資の

正しい知識を学んで、社会へ出てから金融トラブルに巻

き込まれないようにする為となっています。 

実は今まで日本は先進国の中で唯一義務教育の中に

オカネの授業がない国だったので、高度成長期が終わっ

てからの日本と海外の主要国では現在資産割合に差が

でている原因の一つと言われているそうです。この金融

教育を期に、少しでも世界についていけるようになれば

いいと思いますし、今後は中学生、小学生と学んでいけ

るといいなと思っています。そして今高校生が学ぶこの

金融授業を「受けられるなら受けたい」と答えた社会人

が 80%近くいるというアンケート結果があります。 

しかも、ちょっとみなさんも思っているかもしれません

が「なんで家庭科？」という疑問を持っている方がたく

さんいてこれは家計管理や生活設計であるからという

事のようですが世間ではせめて、社会か数学の先生で！

が 30%もしくは外部の、実務経験のあるファイナンシ

ャルプランナーがやるべきと思っている人は 60％以上

いるそうです。なので、私たちファイナンシャルプラン

ナーも 

できるだけ多くの人に伝えるという使命を持って、年代

も職種も問わず、マネセミナーを開催しています。時代

は 30 年前と今では真逆に変わっていて例えば終身雇用

制度崩壊があり働き方改革があり、これから社会へ出る

子供たちは「人事評価制度」なるものでひとつひとつ評

価されなければ給与も上がらない時代になっています。 

皆様の会社でも確定拠出年金をやっていらっしゃると

ころもあるかもしれませんが iDeCo やニーサ、変額保

険についても給与はあがらないけど税金は増える。なの

で運用益を非課税にするから勉強して自分のオカネは

自分で増やしてほしい、と言う国からのメッセージ性が

あるものですので勉強が、必須と思います。 

＊税金の種類や控除の事はもちろん 

＊通貨を分散しておく事の重要性、 

＊投資性商品の考え方など 

ご自身や従業員さん、お子様やお孫さんへ伝えてほしい

などありましたらお声がけください。 

なぜ保険業である私達が助成金、金融教育に尽力してい

るかというと単純に今国が斡旋しているからです。 

現在とても有名な、糸から始まった会社や自動車会社も 

その時代に、国が推奨していた補助金や助成金を、キチ

ンと、うまく利用して大企業になっています。 

金融教育の方も、こんなに税制が改正されて 

どんどん厳しくなっているのに未だに、受け取る時に税

制に引っかかるような保険を売っている会社もありま

すし投資の新しい詐欺もでてきていますし教育は早け

れば早いほどいいと考えています。 

まとめるともらえるものはしっかりもらって、怪しい

ものは排除して、必要なものは取り入れる。 

そして皆様のような、国を引っ張っている企業の経営

が元気になる事を願っています。 

今後も皆様へ、時代に沿った、より良い情報提供をして

いけたらと考えております。 

最後に、こちらは私が年に 4 回、ご契約者様へお送り

しているメール便になります。会社を通さずに個人で発

行しているものなので、どこにも社名ははいっていませ

ん。 

（他の保険会社の方へは内密にご了承お願い致します） 

毎回誤字脱字や、字の大きさ、改行がおかしいといった

意見を頂いていまして、ぜんぜん完璧ではないのですが 

お客様の会社紹介や私のプロフィールと活動 

後ろはオカネにまつわる事か健康にまつわる情報をお

知らせしています。 

これは、特別な情報提供が目的ではなく担当者この人だ

ったと思い出してもらう事で、「請求漏れ」を防ぐため
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に定期的にやっています。保険は、請求しないとまった

く意味がないものになってしまうので 1 番大切な仕事 

と思っています。それから、保険を見直ししませんか？ 

と耳にされた事があると思いますが、これはむやみに保

険を替える事でもなければ加入する事でもないと思い

ます。もちろん、税制も変わっていますし 

変更した方がいい場合も、追加、解約した方がいい場合

もありますが、ポイントが３つあると思っていまして 

①契約者、被保険者、受取人が誰なのかの確認 

これは所得税になるのか相続税になるのか贈与税にな

るのかの確認です 

②保障内容の確認 

ご自身がいつまでにどうなったらいくらなのか 

③どこに、誰が、どう請求すればいいかの確認です。 

必要情報をご家族と共有できるように、 

もしくはのちのちわかるようにまとめておく事が「見直

し」と思っています。 

これを確認しておかないと、請求漏れの原因になります

し、特に相続の時に揉める原因にもなります。私の知っ

ている限りではほとんど揉めていまして、大変です… 

多くは二次相続の時なので、奥様の保険も見直して、ま

とめておくと良いと思います。 

保険は受け取る時がすべてと言っても過言ではないく

らい、受け取る時が重要です。保険に加入する意味は保

障がある事と、控除枠が広い事がメリットと思いますの

でうまく活用していかれると良いと思います。 

あとひとつコロナ感染症にかかってしまった場合 

今ご加入の保険から自宅療養であっても入院給付金が

でます。保健所からの書類で請求できるのでご担当の方

に聞いてみてください。 

今後も、いつか、なにかで皆様のお役に立てていける

ようにしっかり勉強して参ります。 

 

 

 

 
桜海老ご飯とかき揚げ 

 

―親睦家族旅行― 

 
高尾山 

 
うかい鳥山 
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