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折原（正）会長
仁部会員

会長の時間

折原会長

アメリカの TIME 誌が毎年発表している

が届いております。


埼玉県赤十字より、昨年度アグリパークで開催され
た献血の感謝状が届いております。

会員卓話
私は 1968 年生まれ熊本の
しバブル華やかな 1990 年に当

2020 年版が発表されました。日本からは

時の住友信託銀行(株)に入社

2 年連続となったご存知大坂なおみと、自

致しました。新宿支店を皮切り

らの性暴力被害を公表したジャーナリスト

に、新潟支店、福岡支店で融資を中心に法人営業を担当

の伊藤詩織の 2 人が選出されています。
また、ロータリーにおいては、ナイジェリア・ポリオプラ
ス委員長であるツンジ・フンショ氏が初めて選ばれました。
心臓専門医であるロータリアン歴 35 年のフンショ氏は、
第 9110 地区パストガバナーであり、インターナショナル・
ポリオプラス委員会のメンバーでもあります。私たちもロ
ータリー活動を続けていくことで、このような栄誉を受ける
ことがあるかもしれないと思う次第であります。
本日は、先月入会した木村会員に「年金について」卓
話をお願い致しました。大変興味深く楽しみにしておりま
すので宜しくお願い致します。

致しました。1999 年に証券や金融が共同で設立した「日
本レコード・キーピング・ネットワーク(株)」に初めての出
向となりました。この会社は、確定拠出年金という制度の
運営管理機関として設立され、記録関連業務を主要業務
としています。この設立に携わることで、年金の専門家と
なりました。今年 10 月に杉戸支店に支店長として銀行業
務へ復帰する前は、日本の外食産業を統括する「日本フ
ードサービス協会」へ確定拠出年金の普及を目的に出向
しておりました。それでは、信託銀行の年金の話をさせて
頂きます。

野口（美）幹事

米山奨学部門より、令和 2 年 11 月
28 日（土）行われる日帰りバス旅行
の案内が届いております。
当クラブでは、イッセンさんと栗原カ
ウンセラーが参加致します。



木村会員

出身です。大学で東京へ上京

「世界で最も影響力のある 100 人」の

幹事報告

ガバナー事務所より、令和 2 年 11 月 15 日（日）開催
の地区大会について、YouTube 配信における URL

感染症ガイドラインにより中止

ローテックス(青少年交換学友) 小泉蒼馬君





青少年奉仕部門より、令和 3 年 4 月 10 日～11 日に
行われる 2020-21 年度ライラ研修（神奈川県相模原）
案内の再送が届いております。
例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

青少年交換学友報告

小泉蒼馬様

2015-16 年度青少年交換留学
生としてドイツに派遣させて頂き
ました小泉蒼馬です。現在学習院
大学の 4 年生で、就職活動も終わ
りご報告に参りました。4 月から川崎にある自動車関連会
社に就職が決まり、語学力を活かせる海外営業部に配
属される予定です。これもロータリーの青少年交換プログ
ラムに参加させて頂いたおかげです。ありがとうございま
した。

会員報告

落合（善）会員

新型コロナウイルス感染症が爆発的
に増加しております。今日までに全国で
11 万 2664 人の感染者が出ております。
クラスターによる増加が原因とされてい
ます。昨日の時点で、さいたま市では
1155 人、川口市 699 人、春日部市 246
人、越谷市 319 人など、近隣では幸手 21 名、宮代町が
12 名、杉戸町が 15 名です。これから忘年会シーズンで
外に出たくてたまりませんが、このような状態ではなかな
か出られませんね。
私は 8 月下旬から久喜の
トレーニングジムへ通ってお
ります。会員の中には、肩や
腰、膝などが痛いという方が
いると思いますが、私も数か
月前までは、杖をついてやっと 10ｍ歩けるくらいでした。
最初の 2 カ月は、整形外科でブロック注射を打ってまった
く動けない状態でした。筋力がすっかり落ちてしまい毎週
2 回トレーニングをして筋力をつけようと努力しています
が、今ではこうして走れるようにもなりました。
健康な時というのは、健康であるという有難さが分から
ないものですが、私は 4 年前に何時間もかかる大手術を
して、お金や名誉などよりも健康が一番大事だということ
に気づきました。今では健康であること、元気であること
に感謝して楽しく日々を過ごしています。
しかし今は旅行にも行かれず暇
で仕方ないので、妻と「今日はどこ
本日は、年金の専門家から分かりやすく、ためになる
卓話をして頂きました。ありがとうございました。

に行こうか」と度々ドライブに出か
けています。8 日の日曜日には、
古河のネーブルパークへ菊展示会に行って参りました。

また、道の駅思川では、遊

日向会員： 皆さんお体にお気を付けてお過ごしください。

覧ヘリコプターがあり、天候も

栗原会員： 木村さん卓話ありがとうございます。飲んでい

よく当日運よく乗ることができ

る時と違った感じで（笑）今日は勉強になりました。蒼馬君

ました。料金 3 人で、6,800 円

は合併後初めて青少年交換留学生になった学生です。ご

10 分程度ですが上からの景色は素晴らしいものでした。

両親の熱心さに負けて引き受けることになりましたが、こ

他にも、幸手の権現堂にあるヒガンバナの群集や加須

うして就職の報告をしてもらうと受けて良かったと思いま

にある未来館プラネタリウム、伊奈総合公園のバザーな

す。10 月末に沖縄に行ってきました。マッチに似た男性を

ど夫婦で様々なところへ行っています。元気になって本当

見ましたが果たして本人だったのか！？

に良かったと思います。皆様も元気でお過ごしください。

渋谷会員： 卓話有難うございます、景気はボチボチです。

11/12 開催 ZOOM 報告

大作（忠）会員： 木村支店長の卓話は勉強になりました。

アグリパークのひかり回線を借りて Wi-

年金をいい加減に考えていましたが、改めてもう少し勉強

Fi を繋げる予定でいましたが、セキュリティ

したいと思います。ありがとうございました。

の関係で NG となり、本日は先般購入した

田中会員： 木村さん卓話ありがとうございました。年金をも

携帯型 Wi-Fi のオプション（ハイスピードプ

らえるまで 5 年ありますが、その前に 2000 万円をどのよ

ラスエリアモード）を利用して行いました。

うに貯めるか考えていました。落合さんが「健康が第一」と

これは WiMAX 2+と LTE の 2 つを束ねて

言っていたので、あまり気にないようにします（笑）

使い分ける通信手段で速度もエリアも広くなります。この
モードが使えないエリアもありますが、アグリパークでは
速度が通常の約 2 倍となり有効でした。馬場会員、本日
は ZOOM 操作をして頂きありがとうございました！
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戸賀崎会員： 木村支店長、卓話ありがとうございました。
蒼馬君久しぶりです。また顔見せてください。

第２５７８回例会 ２０２０年１１月１９日
11/15 地区大会（川口リリア）に）振り替え

折原（正）会長： 木村様、卓話ありがとうございました。
野口（美）幹事： 今月は、地区大会とバス旅行が残りの例
会となります。12 月はコロナの影響を考えて例会を開きた
いと思います。本日も宜しくお願いします。

関口会員： 昨日高校の同期会に出席しました。本年傘寿
(80 才)。それなりの歳と顔をしており、半分以上がノンア
ルコールビールでした。

木村会員： 春日部に単身フニンを始めました。
落合（喜）会員： ここのところ全国で、コロナウイルス感染
者が今までにない勢いで増加している。非常に困ったも
のだ。

武井会員： グループゴルフでニアピン賞いただきました。
田中（昌）会員： 木村さん、卓話ありがとうございます。
矢島会員： 木村様、卓話ありがとうございます。
仁部会員： 木村支店長、卓話ご苦労様でした。この時点は
聞いていませんが、多分有意義なものだったと思います。
あれだけＧＯＬＦが旨いのですから（笑）。

真中会員：大作（貴）会員：古川会員

大抽選会 1 等賞（野口幹事）、3 等賞（茂田会員）当たりました！
2000 番台まである中で 2 名も当たるとは、杉戸は強運ですね！

