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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 高 橋   護 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 菊 地  貴 光 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  宮 坂  真 志  

創   立 平成２年５月２２日 

                                 

第 １３７４ 回・１３７５回・１３７６回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 31年 4月 9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 坪井明会長エレクト ・発行月日 令和元年 5月 7日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 前回、遺言について法律改正があるという話しをしたと

ころ、遺言の話しを詳しくして

ほしいということで、話しをし

たいと思います。遺言とは何か

というと、亡くなった人の最後

の意思表示で、遺言ができる年

齢は１５歳。遺言を書いたほう

がいい人は、財産の有無ではあ

りません。子どもがいない人や、

離婚歴があって前の配偶者との

間に子どもがいる人。もしくは

自分の子どもを養子に出している人などです。遺言の方法

としては、主によく使われる方法として２つあります。「自

筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は、

文字通り自分で書く遺言で全文、日付、名前を自筆し、押

印します。この４つの条件を満たさなければ無効ですが、

今回の改正で財産目録は自筆でなくてもよくなりました。

ただし財産目録には署名と押印が必要です。自筆証書遺言

は、書いた人が亡くなった後に家庭裁判所で検認という手

続きが必要です。これも改正ですが、法務局で保管をする

場合には検認は不要です。公正証書遺言は公証役場で作る

遺言です。実際にどうやって作るかと言うと、遺言の内容

を公証人に伝えて、遺言をした人と公証人と証人二人が内

容を確認して署名押印します。また、公正証書遺言は昭和

６４年１月１日以降に作成された遺言であれば、全国どこ

の公証役場でも検索ができます。遺言はいつでも遺言の方

式によって撤回できます。要は遺言を作り直すことです。

新しい遺言を作ったら、前の遺言は無効になります。作り

直す遺言の種類は問いません。公正証書遺言を作った後に

自筆証書遺言で撤回も可能です。ざっと遺言について説明

しましたが、不安なようであれば専門家に相談してくださ

い。 

 

幹事報告  

１．当クラブの４月５月の例会プログラムを配布します。 

２．地区より『２０１９年規定審議会結果報告会開催』の案 

内が来ています。次年度会長は出席をお願いします。 

３．地区事務所より、『MyRotary』に登録する際は、事前に地 

区事務所にメールアドレスの登録をお願いしますとの案内 

が来ています。 

 

 

委員会報告 
 ■ 地 区 協 議 会 に つ い て       

坪井明会長エレクト 

  4月 12日(金)に大宮ソニックシティ

にて地区研修協議会 

がありますので、担当の方は出席をお

願いします。 

 

スマイル報告  

 本日もよろしくお願いします。 

            高橋護 

 強い風ですね。               武藤正雄 

 明日は冬の寒さとのこと。気温の変化に気を付けましょう。 

仲文成 

 よろしくお願いします。           山下良雄 

 本日の例会、宜しくお願いします。      中村隆雄 

 この時期、街中では各々の新１年生を見かけます。初心を 

忘れないようにしたいものです。今日もよろしくお願いし 

ます。                    坪井明 

本日遅刻してすみません。今日は風が強いので、桜が散り 

始めました。               秋元志津子 

 

出席報告         小池和義社会奉仕委員長 

 

 

第１３７５回例会 

『地区研修協議会』 

・日時 平成 31 年 4 月 12 日（金）  

・会場 大宮ソニックシティ   

  

第１３７６回例会 
・例会月日 平成 31 年 4 月 23 日（火）  

会員数 出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

１９名 ３名 ７名 ９名 ３名 ６２．５％ 

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 

 

 



・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  

・お客様  オブザーバー 本田嘉兵 様   

 

会長挨拶 高橋護会長 

 皆さまこんにちは。４月も終わり

ということで、いよいよ平成も今日

を入れて後８日と終わりに近づいて

きました。ここで平成を振り返りた

いところですがそのような時間も無

いので、せめて平成元年だけでも振

り返りましょう。まず４月１日に消

費税が導入されました。税率はご存知のように３％。今で

は違和感なく払っている消費税も当時は消費品の価格以外

にお金を払うという感覚に戸惑っていた人も多かったので

はないでしょうか。４月２１日には任天堂のゲームボーイ

という携帯型ゲーム機が発売されました。今では任天堂の

ゲーム機と言うとニンテンドー３ＤＳですが、その元祖か

もしれません。携帯ゲーム機と言えばそれまでゲームウオ

ッチがありましたが、ゲームウオッチは一つのゲームしか

できませんでした。カセットを変えて手元でいろいろなゲ

ームができるということは画期的だったように思えます。

ちなみに、スーパーファミコンの発売は平成２年と言うこ

とです。６月４日には中国で天安門事件が発生。民主化を

求めて集まっていた市民や学生に軍が武力で鎮圧する映像

は衝撃でした。６月２４日には美空ひばりさんが５２才で

亡くなりました。数々のヒット曲があり、国民的歌手の死

と言うこともあり大きく報道されたことを思い出します。

よく言われることですが、美空ひばりさんのように幅広い

年齢に知名度があり誰でも名前を知っているとう歌手はも

う現れないのではないでしょうか。７月２３日には参議院

選挙が行われ社会党が躍進しました。自民党が結党以来の

過半数割れを起こすと言う結果に多くの人の印象に残る選

挙だったと思います。９月１日にはジャスコグループがイ

オングループに改名されました。この時はグループ名だけ

の変更でジャスコという店名が国内で消えたのは２０１１

年（平成２３年）とのことです。１１月１０日にはドイツ

のベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが事実上統一されま

した。ベルリン壁は東ドイツと西ドイツの間にあると思っ

ている人も多かったかもしれませんが、ベルリンの壁は文

字通りベルリン市内にあった壁です。この年の新語部門金

賞はセクシャルハラスメント、流行語部門金賞はオバタリ

アンです。個人的には流行語部門大衆賞のイカ天のほうが

印象に残っています。いかすバンド天国の略でバンドブー

ムのきっかけとなった番組です。当時のヒット曲はプリン

セスプリンセスの「Ｄｉａｍｏｎｄｓ(ダイアモンド)」「世

界でいちばん熱い夏」、Ｗｉｎｋの「愛が止まらない」「淋

しい熱帯魚」など。以上ざっと平成元年を振り返りました。 

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１． 越谷市国際交流協会より総会の案内が来ています。 

 

委員会報告 

 ■地区補助金事業について     坪井明会長エレクト 

   次年度は２つの補助金を使うために動いています。一 

つは大口補助金枠です。5,000ドルの予算内で『地域子育 

て支援センターたけのこ』への大型遊具の贈呈です。も 

う一つは例年おおこなっている地区補助金事業で、『人形 

劇鑑賞と英語のスピーチ大会』を予定しています。 

 ■次年度例会プログラムについて   

山﨑晶弘次年度プログラム委員長 

   会長エレクトと次年度のプログラム案を作成しました。 

  ご意見などがございましたら、お願いいたします。 

 

お客様挨拶  
協和冷鋼株式会社 代表取締役

 本田嘉兵様 

 山﨑さん紹介で本日は参加さ

せていただきました。今日は素晴

らしい天気に恵まれて、このよう

な雰囲気の中で例会に参加でき

て嬉しく思います。今後も皆様に

お会いすることもあると思いま

すので、よろしくお願いいたしま

す。 

  

スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 初めまして本田です。よろしくお願いします。   

本田嘉兵 

今週末から１０連休になります。休める人はこの機会に

休みましょう。                高橋護 

 大変おさわがせ致しました。ありがとうございました。  

菊地貴光 

 お世話になります。            武藤正雄 

 菊地先生おめでとうございます。又 武藤さんもおめで

とうございます。さすがですネ！本田さんようこそ宜しく

お願いします。                仲文成 

 本田さんようこそ (^▽^)/ 坪井次年度いよいよです

ネ！武藤さん菊地さん当選おめでとうございます(^▽^)/  

 山崎晶弘 

本日気温高め、あつさに気をつけましょう。 山下良雄 

 お客様ようこそ。  大野弘 

 本日例会よろしくお願いいたします。    中村隆雄 

 本田さん ようこそ！今日も宜しくお願いします。   

坪井明 

 本日もよろしく！むとうさん、きくちさん、おめでとう 

ございます。                小池和義 

 お久しぶりです。本日もよろしくお願いします。   

田中のり子 

 お客様ようこそ！本日も宜しくお願いします。山川純也 

本日もよろしくお願い致します。     秋元志津子 

 

出席報告         小池和義社会奉仕委員長 

 

 

 

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％ 


