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例会日 第１・第２火曜日 １２：３０ ～ １３：３０             ◆ 会 長 田中 のり子 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階          

第３火曜日 １８：００ ～ １９：００ （夜間移動例会）      ◆  幹 事 菊地 貴光 

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０                       ◆ 会報委員長 能勢 則子 

ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日 

第 １４２４ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年９月８日（火）   ・点鐘時間  １２時３０分 
・例会場   山下工務店 大袋ＧＬ ２階      ・斉   唱  （ 飛沫感染を考慮し ご清聴のみ ） 
・司会者     能勢 則子                   「奉仕の理想」 
・発行年月日 ２０２０年９月２９日（火）    
・お 客 様  会員増強維持部門 市川 英敏 様（ 八潮みらい RC ） 

 小池 夏代 様（ 越谷南 RC ） 

    

【 会長挨拶 】田中 のり子 会長  
 今日は夏本番にフル稼働します 

自動販売機の事を話します 

都心には 100 メートル歩いて 17 台あり 

自販機の多さに 外国人もびっくり！ 

街頭でスペイン人は日本には自動販売機が 

沢山あり 24 時間いつでも買えるのですごく便利です。 

アメリカ人はアメリカだと自販機をこじ開けて 

お金や飲み物を持っていかれちゃうよ！  

日本の治安の良さには びっくりしました・・！ 

日本は世界有数の自動販売機大国です！ 

国内の普及台数は 240 万台。人口に対する自動販売機の

割合は世界一です 

 

1 台の販売機の中身を全部買い占めたら 30 個ボタン付

自販機を 2 時間かけて売り切れにしたら 250 本で 

32,340円自販機により異なりますが小さい缶だと 300本 

入ります 脅威的な売上を記録するモンスター自販機！ 

日本一はどこだと思いますか？東京駅新幹線改札内に 

設置した自販機です。通常は月平均 7 万円だそうですが 

ここでは月平均 500 万円売るそうです何故儲かるのか？ 

人の往来もですがそれにはマル秘作戦があったのです！  

あるものを集めた事により売上がアップしました。 

交通系電子マネーを収集・分析し売上がアップしました・ 

もう一つは各メーカーの売れる商品だけをピックアップ

して 1 台にまとめたりもしています 

購入割合は 7：3 で非常に女性が少ないそうです 

そこで女性向け自販機を開発 10～20 パーセントアップ 

したその商品とは？  

常温商品で 飲みきれなかったらバッグに入れますよね  

水滴がつかないように！体を冷やさない為に・・ 

特殊カメラで御客様の視線を分析の結果意外な事実が 

判明！もっとも視線が集まるのは 左上ではなく 

左下なのです 左下に主力品を置いたら 20％アップした

そうです。 
 
 

 

一番先に自動販売機を設置したのは？ 

1904 年 国内最初の自販機は  

何が売られたのでしょうか？ 

切手とハガキだそうです。     日本最古の自動販売機 

戦争の影響で遠方に送る手紙が 「自働郵便切手葉書売下機」 

飛躍的に増えた為でした 
 
以上 身近な 自動販売機を取り上げました 

 

【 幹事報告 】菊地 貴光 幹事 

＊10 月 5 日（月）地区大会ゴルフコンペの組み合せ等 

 詳細が来ています。当クラブより参加の大野会員、 

 小池会員に後程お渡しいたします。 

＊9 月 11 日（金）会長・幹事会が行われます 

今回初めて懇親会まで行うという予定です。 

＊訃報が届いております。 

越谷南クラブ 清田巳喜男会員のお母様 

＊一般社団法人内外情勢調査会より講演の案内 

   9 月 11 日（金）12 時～14 時  

サンシティ越谷４階 講師：湯沢たけし 様 

 

【 委員会報告 】山﨑 晶弘 ガバナー補佐 

本日皆様に配布しました２冊の書籍について 

お話させて頂きます。せっかく入会したものの 

色々理由はあると思いますが、健康上の事は留意すれ

ば防げるのではないかという事で 15 年前森田パストガ

バナーの時現在はなくなってしまいましたが 

「健康保持増強委員会」というのがあり、その年度 IM

で講演をしてくださいましたのがこの本の著者 石津政

雄様（茨城県旧大洋村村長）でした。 

現在コロナ禍の今講演活動を控えているそうなのです

が今回全グループに本を頂きましたのでぜひ皆様に読

んで頂き健康維持に努めていただきたいと思います。 
 

次週インフォメーション 

１５日（火）夜間例会 

【会場】こでまり 18 時点鐘 

   台北百城扶輪社と 

オンライン例会 

 



【 お客様 】地区会員増強維持委員会 

    市川 英敏 副委員長（ 八潮みらい RC ） 

    小池 夏代 委員    （ 越谷南 RC ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会員維持に重点を置き進め 
資料に添ってお話いただきました。 
 
 
【会員卓話】 高橋 護 会員 
今年の８月から司法書士法が 

変わりました。いくつか変わった 
箇所がありますが、特に注目すべき 
改正箇所は、第１条です。 
司法書士の使命が創設され、その中で 
法律事務の専門家であることが明記されました。 
このことにより、司法書士としての役割がより一層明確
になりました。 
 次に今月７月１０日から始まった法務局における自筆
遺言書の保管制度について話しをしたいと思います。 
今までは自分で書いた遺言を自宅で保管することが多か
ったのですが、法務局で保管してくれるという制度です。
手続きの流れは、まず自分で書いた遺言を法務局に 
持っていきます。そうすると法務局で原本を保管すると
同時に書面をデータ化します。 
遺言書を預けた人が亡くなったら、相続人は法務局に 
預けられている遺言書を証明書として請求し、その証明
書を使って相続手続きをします。遺言書を預けた人は 
預けた遺言書を見ることもできますし、遺言を法務局か
ら返してもらうこともできます。預けるにしても、預け
た遺言書を見るにしても費用が発生しますので、注意 
してください。また、預ける法務局は遺言をした人の 
住所、本籍もしくは持っている不動産の所在地のいずれ
かの法務局ですが、全ての法務局で扱っているわけでは
ないので注意が必要です。それと、預ける際には遺言書
の内容について法務局はチェックしません。次に遺言書
を書いた人が亡くなった後に相続人が遺言書を法務局に
請求した場合の話しをします。自筆証書遺言書を相続に
使用する場合、裁判所で検認という手続きが必要ですが、
法務局に預けた場合には検認は不要です。しかし、 
相続人の一人が請求をすると、法務局から他の相続人に
通知が行きますので覚えておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員卓話】 能勢 則子 会員 

皆様 こんにちは 
立派な経営者の方々の前でお話をするのはとても 
恐縮ですが 越谷中ロータリークラブ の会員となり、 
今回 会員卓話という事で順番が回って来ましたので 
少しお話させて頂きます。 
私は 1965 年 茅ヶ崎生まれの父親と町田市生まれの 
母親との間に大事な１人娘として横浜市鶴見区で生まれ
ました。 
地元の小学校、中学校を卒業し 高校は横浜線の石川町
駅まで通学しました。横浜の観光地ハマトラファッショ
ンが有名だった 「元町」があり この駅は  
女子高がフェリス、雙葉、共立、女子学院と４校あり、
多種多様な制服の衣替えのニュースに 
テレビ局が毎年取材に来ていました。 
高校生の頃から 読書が好きという訳ではなく  
書籍を扱う事、書籍を探し見つける事が好きで 
将来は図書館司書になりたいという夢があり、 
資格を取れる大学を受験する事にしました。 
しかし司書の資格を取得する大学はどこもレベルが高く、 
ようやく見つけた大学は 短大の家政科なのに司書の資
格が取れるという風変りな短期大学でした。  
余談になりますが、家政科ですが、体育の授業もありま
して、その時の体育の先生は、後に国会中に民主党議員
から野次られた事を理由に壇上からコップの水を浴びせ 
話題になった 松波健四郎 議員でした。 
家政科としての授業の他に、資格を取得する為に 
図書館学、そして 華道の資格も取れるというので  
町はバブルの華やかな時期に自宅 鶴見から世田谷まで 
今のように Suica カードがなく、鉄道会社が違うと定期
券が別になってしまうという状態で定期券３枚 横浜、
渋谷、三軒茶屋と乗り換え、通学に１時間３０分かけ 
週５日ほぼ毎日朝から夕方まで授業を受け休日は横浜駅
の丸善ブックメイツという本屋さんでアルバイトをする
という 2 年間 とても真面目な女子大生生活でした！ 
一番の思い出は 実習で 永田町にある 国会図書館に 
行った際一緒に書庫に入った職員の方とはぐれてしまい 
広い書庫の中で迷子になってしまったことです。 
国会図書館ですので 蔵書数 ３０００万点以上のとて
も広い書籍の中でとても焦りました。  
歩き回っていると本棚に掛けられた電話を見つけ  
受付という内線に電話をすると、「棚に書いてある番号 
を教えて下さい」と言われ「今行きますからその場から
動かないでください」と助けに来てもらいました。 
「毎年実習生さん１人はいるのよ」と笑われてしまいま
した。残念ながら図書館司書の仕事に就く事は 
出来ませんでしたが、卒業後就職した舞台照明の会社で 
主人と出会え結婚し２人の男の子に恵まれ そして  
主人から紹介してもらった 田中社長の会社で 
現在７年目！ 毎日たくさん学ばせて頂いております 

 

 

例会場をお借りしている山下オーナーへ 

   夏の御挨拶 ～ありがとうございます～ 

 

 

 

 

 

田中会長より奥様へ 

 



 

【スマイル報告】 

＊本日は突然の訪問のお願いにも関わらず、お時間を 

頂きましてありがとうございます。増強という 

永遠のテーマでもありますが今一度 考えていただき 

プラスになりましたら幸いです 

会員増強維持部門 市川 英敏 様（八潮みらい RC） 

          小池 夏代 様（越谷南 RC） 

＊市川様、小池様 ようこそ！ 

皆様本日も宜しくお願いします。・田中 のり子 会長 

＊今日も暑いですね お客様ようこそお越し 

下さいました。・・・・・・・・・  菊地 貴光 幹事 

＊こんにちは・・・・・・・・・・・ 武藤 正雄 会員  

＊お客様ようこそ！暑いところご苦労様です。 

 ご指導お願い申し上げます。・・・・・仲 文成 会員 

＊お客様ようこそ。ものすごい大きな台風 10 号も 

無事に去りました。本日も宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 山下 良雄 会員 

＊市川直前ガバナー補佐、小池様ようこそ 

お越しくださいました！・・・・  山﨑 晶弘 会員 

＊本日も宜しく！お客様ようこそ！・ 小池 和義 会員 

＊お客様ようこそ 本日も宜しくお願いします 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 高橋  護  会員 

＊暑さも今週いっぱいの様で来週からは暑さもやわら

ぐ様です。本日も宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・  秋元 志津子 会員 

＊今日も宜しくお願いします。・・・山下 ヨシ子 会員 

＊今日は卓話という事で暑さにプラスして 

緊張の汗が止まりません。・・・・・能勢 則子 会員 

  

 
【 出席報告 】  スマイル金額 16,000 円 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ★★ 緊 急 理  事 会 ★★ 

越市子ども会育成連絡協議会 50 周年記念誌に 

掲載承認を戴きました これ又 偶然なのですが 

私も皆様から「補助金の活用どうするの？」と 

問わております中に、昨年度は人形劇観劇し、 

市民祭りのレンジャーショーは中止でも 

やはり 幼児教育部門に関わりたいと模索して 

おりましたがコロナ関連で思うようにいかず悩んで 

いたところ 是非 協力してほしい！と協議会の方が 

急遽が見えました。 案件ですが・・ 

主催 越谷市子ども会育成連絡協議会  

創立 50 周年記念事業実行委員会 

50 周年事業の一端で “子ども川柳”作品展 

市内の 幼稚園児・小学生・中学生を対象に作品を募集

し優秀作品を賞賛することです 

打ち合わせの中に微笑んだ一面なのですが 

幼稚園児が コロナで遊べないから「コロナは嫌い！ 

遠いお空に行ってしまえばいいのに」と言ったら  

隣の園児が 「お空は駄目よ！大好きな じいじがいる

から」でした 

子ども目線 考え方 気持ちの読み方・・ 

他の作品が 楽しみですね！ 

早急案件ですので多忙の中恐縮です 

緊急理事会にて 承認 
  

 

 

＊＊＊ 会長閉会点鐘の一言 ＊＊＊ 

ソーメン類の薬味に茗荷
みょうが

の美味しい季節ですね！ 

「茗荷を食べると 馬鹿になる！」・・・迷信です 

御釈迦様の弟子である周利槃特（しゅりはんどく）は 

自分の名前も忘れるほど 物忘れがひどい人でした 

でも茗荷が大好きでしたのでお前も茗荷
みょうが

を食べると 

槃特（はんどく）みたいになるよ！と言われたそうです 

そうして時を経ても 茗荷を食べると馬鹿になる・・ 

物忘れがひどくなる・・が 

未だに伝えられていることです。 

茗荷の成分にはアルファ―ピネンが含まれていて  

リラックス効果や集中力を高めるそうです！ 

沢山召し上れ！   

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

17 名 1 名 13 名 1 名 2 名 93.8％ 


