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第 １３７０ 回・１３７１回・１３７２回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 31年 3月 12日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング 「奉仕の理想」 

・司会者名 秋元志津子出席・会場委員長 ・発行月日 平成 31年 4月 2日（火） 

・来訪者氏名 越谷中ロータリークラブパスト会長 森紀二 様 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 3 月に入っていくらか寒さも収まってきた感じもします。

暖かくなってくると必ず話題になるのが花粉症。アレルギ

ー性鼻炎の原因となる花粉はスギ、

ヒノキ、イネ、ブタクサ、ヨモギな

ど８種類あるとされていて、一年中、

何かしらの花粉が飛んでいます。特

に今の時期に飛んでいるスギやヒノ

キの花粉アレルギーの人が多いので、

この時期に花粉症の話題になります。

ブタクサやヨモギの時期は秋ですが、

最近は少し話題になりつつあっても

春ほどの話題になりません。花粉症の人が増えたのはスギ

の木が多くなったためです。ご存知の方も多いと思います

が、戦後、建材としての使用や治水のため全国の山林でス

ギの木の植林が行われました。その後、単価の安い木材の

輸入が盛んになり、植林された国内のスギの木が放置され

た結果、１９７０年代に花粉症患者が急増しました。ちな

みに北海道や沖縄では植林が行われなかったため、影響が

あまりなかったとされています。北海道では気温の関係で

花粉の飛ぶ時期が短いということもあるみたいです。 

 しかし、花粉症にならない人もいます。花粉症にかかる

原因は遺伝的なアレルギー体質と言われていますが、最近

では他の原因も指摘されています。まず言われているのが

食生活の変化。花粉症は年配の人より若い人のほうが多い

とされています。今はインスタント食品などのジャンクフ

ードが多いですが、昔は和食がメインでした。食生活の変

化により体質の変化があるとも推測されています。他には

睡眠不足や不規則な生活、ストレスで自律神経が乱れてい

ることも影響していると言われます。 

 花粉症対策はいろいろと言われています。マスクやメガ

ネの着用はもちろん、先ほど話した食生活の改善も有効で

す。ただ、一度症状が出てしまうと体が敏感に反応し悪化

し症状がひどくなるみたいです。ですので、花粉が飛ぶ前

から薬を飲み始めることが重要みたいです。 

 花粉症の症状がひどい人は病院に行きましょう。 

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．越谷青年会議所から『７

つの習慣®』で人材不足を解

消！社内の人間関係激変セミ

ナー」の案内が来ています。 

２．地区より地区補助金事業

の申請の案愛が届いています。 

 ３．３月２７日（水）は夜間

例会になります。 

４．越谷南ＲＣ、越谷東ＲＣより例会プログラムが届いてい

ます。  

 

委員会報告 
 ■なし 

 

卓 話  
越谷中ロータリークラブパスト会長 森紀二 様 

 退会して 3 年になります。私がロータリーを通じて財産

になったことについてお話しします。何故ロータリーに入

ったか？ロータリーは職業奉仕、

ライオンズは社会奉仕という風に

なっておりまして、ロータリーの

社会奉仕は「池に小石を投げる」

程度で良いとされています。 

 武藤先生も言われているように、

どんどん外へ出て行って勉強しな

ければなりません。私が勉強した

中で、例えば「全ての商取引は、

相手の身になってやらなければならない。」という言葉があ

ります。 

 私はかつて初代ガバナー補佐をやらせていただきました。

初代ですから、何をやるにもいい加減・・・ではなくて良

い加減でした。ガバナー補佐の役割は、ガバナー補佐会議

の後、会長監事会議を通じて地区への啓蒙、地区訪問、IM

などです。Iмは本来インターシップミーティング、近隣地

区とのミーティングですが、最近は越谷だけになってきて

いるようなので、それでは KM ですね。（笑）ロータリー

の義務は、会費・出席・ロータリーの友の３つですが、ロ

ータリーの友は、ぜひ「積ん読」ではなくよく読んでくだ

さい。 

 最近のロータリーは色々と変わってきているようです。

次月・次週インフォメーション 

４/２  理事会・通常例会 

４/９  通常例会 

４/１２ 地区研修・協議会 

４/１６ 休会 

４/２３ 通常例会 

 



例えば、出席率のこと、同じ委員会に何年所属しても良い

とか、一業種一人の原則とか。会員確保のために「良い加

減」になってきているので

しょう。先ほどからお話し

しているように、私が一番

ロータリーで財産になった

ことは「出会い」です。あ

の時、あの人と会っていな

ければ、今の私はなかった、

と言えることがたくさんあ

ります。 

 ロータリーで良い出会いを！ 

 

 

 

スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 お世話になります。      パスト会長 森紀二 様 

 森パスト会長ようこそ本日は卓話よろしくお願いします。 

高橋護 

 森さん、今日は卓話ありがとうございます。  菊地貴光 

 森様、久しぶりです。今日はよろしくご指導ください。 

武藤正雄 

 年度末になり区画整理の工事等、慌ただしく過ごしており

ます。本日は森さんの卓話を楽しみにしております。 

山下良雄 

 森さん、お久しぶりです。お会いできてうれしいです。今

日は宜しくお願いします。毎週遊びに来てください。お待ち

しています。                  仲文成 

 だいぶ暖かくなりましたネ。森さんお久しぶりです。卓話

よろしくお願いします。            山﨑晶弘 

 森さんようこそ。               大野弘 

 森さんの卓話を楽しみにしています。今日も宜しくお願い

します。                    坪井明 

 森さま、本日よろしくお願い致します。   秋元志津子 

 森さん、ようこそ！本日は卓話よろしくお願いします。 

小池和義 

 遅刻してすみません。森様ありがとうございます。 

浅田修司 

 

出席報告         小池和義社会奉仕委員長 

 

 

 

第１３７１回例会 
・例会月日 平成 31 年 3 月 19 日（火）  

・点鐘時間  12時 30 分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階   

・斉唱ＲＣソング 「奉仕の理想」 

・司会者名 秋元志津子出席・会場委員長  

 

会長挨拶 高橋護会長 

 以前、１月にも話しをさせてもらいましたが、相続法が

改正されます。ほとんどは、来年の２０２０年４月１日か

ら施行されますが、少し遅れて２０２０年７月１０日から

施行される改正があります。それは

法務局における自筆証書遺言の保管

制度です。この制度は使い勝手が良

いとニュースなどで報道されていま

すが、調べてみるとちょっと違うよ

うな気がしますので、その辺りをお

話したいと思います。 

 まず、遺言の基本的な話から。主

に使われている遺言の方法は２つありまして、「自筆証書遺

言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は原則として

自分の手で書く方法。公正証書遺言は公証役場で作る方法

です。細かい説明は省きますが、公正証書遺言は書いた人

が亡くなったらすぐに使えます。一方、自筆証書遺言は書

いた人が亡くなってもすぐには使えません。検認と言って

家庭裁判所から遺言に判子をもらわないと使うことができ

ません。検認の手続きには、原則として亡くなった人の相

続人全員に裁判所に集まるように通知が来ます。ですので、

相続人全員が遺言の存在や内容を知ることになります。そ

のため、争いが起こることも考えられます。ところが、相

続法が改正され法務局による自筆証書遺言の保管制度が始

まると、この検認手続きが不要になります。ここだけ聞く

と、素晴らしい制度のように聞こえます。しかし、続きが

あります。法務局に保管している自筆証書遺言を使うには、

遺言書情報証明書という書類を法務局に請求して発行して

もらい、その証明書を相続手続きに使用します。証明書を

発行してもらうために相続人の一人から法務局に請求があ

ったら、他の相続人にも通知がされます。結局は遺言の存

在を他の相続人にも知ることができますし、法務局に対し

ては裁判所の検認と同じような書類を提出することになり

ます。法務局で自筆証書遺言を保管する制度を利用しても、

検認手続きが不要というだけで、あまり手続きの内容が変

わらない、ということに留意してください。 

 

幹事報告 小池和義副幹事 

１．ＲＬＩ卒後研修の案内が来

ています。ＲＬＩ修了者が対象

です。 

２．ハイライトよねやまが届い

ております。 

３．ハンブルグ国際大会の信任

状が届いています。 

 

委員会報告 
 ■なし 

 

2019-2020年度 会長エレクト研修セミ

ナー報告       坪井明会長エレクト 

 ３月１４日１５日に会長エレクト研修セミナーに参加して

きましたので、報告させていただきます。ＲＩ会長はマーク・

ダニエル・マローニーという人で、ＲＩ会長テーマは『ロー

タリーは世界をつなぐ』です。２７７０地区運営方針は『ポ

リオ撲滅から、クラブ活性化へ』という方針が小林操ガバナ

ーエレクトから示されました。地区目標としては６つ示され

ましたが、特に重要だと思われることを話します。まず、１

０月２４日の世界ポリオデーに２７７０地区全てのクラブで

会員数 出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

１９名 １名 １２名 ３名 ３名 ８３．３％ 



イベントを行って、募金活動をしてほ

しいとのことです。その日が難しけれ

ば、その週の間に行ってほしいと。１

０月２７日に市民まつりがあります

ので、その日に行う方向で動いていま

す。次に、クラブ戦略系アクを作成し

年度計画書に掲載する、ということで

す。そして次に、全クラブがマイロー

タリーに１００％登録する。パソコン

に詳しい人でＩＴ委員会を立ち上げ

て登録を推進するというの方法も紹介されました。最後に、

財務の適正化、クラブ活性化に励むということです。各部門

のセミナーでは、まずロータリー財団から地区補助金の話と

ポリオデーに全クラブで募金活動をしてほ

しいとの話がありました。地区補助金につい

てはクラブで話し合いをしていきたいと思

います。公共イメージ部門では、クラブのパ

ンフレットを作成してほしいことのせつめ

いがありました。管理運営部門ではマイロー

タリーに１００％登録を、と。会員維持増強

部門から、１会員１名の増強を目標に、特に

４０歳未満の人や女性会員を増やすように

と話がありました。社会奉仕部門からは腎.

アイバンク協会へ登録の人道支援やペットボトルキャップ回

収事業の推進協力などの説明がありました。また、点字名刺

を作成することによって障害者雇用の拡大する話もありまし

た。 

 

スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 本日もよろしくお願いします。         高橋護 

 お世話になります。本日もよろしくお願いします。 

武藤正雄 

 皆さんこんにちは！今週もよろしくお願いします。頑張り

ましょう！                  仲文成 

 本日もよろしく。桜の花の季節となりました。 山下良雄 

 今日は卒業式が多いですね！        山崎晶弘 

 今日も良い天気です。頑張りましょう。今日もよろしくお

願いします。                  坪井明 

 本日もよろしくお願い致します。桜の開花も間近となり、

来週の３月２７日の夜間例会は夜桜もいですね。  

秋元志津子 

 今日もよろしくお願いします。         大野弘 

 本日例会よろしくお願いいたします。     中村隆雄 

 本日もよろしく！             小池和義 

 

出席報告         小池和義社会奉仕委員長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３７２回例会 

日時 ２０１９年３月２７日（水）１８時００分 

場所 すし処 井上 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

会員数 出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

１９名 ２名 １０名 ７名 ４名 ８２．４％ 


