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ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし
て奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ
る。具体的には、次の各項を奨励することにあ
る：
第 1 知り合いを広めることによって奉仕
の機会とすること；
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
仕事はすべて価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリア
ン各自の職業を高潔なものにすること；
第3

ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること；

第 4 奉仕の理念に結ばれた職業人が世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親
善、平和を推進すること。

四つのテスト
1）真実かどうか
2）みんなに公平か
3）好意と友情を深めるか
4）みんなの為になるかどうか

今月の例会予定
2/5

結婚・誕生祝
「私の履歴書パートⅡ」 新井進パスト会長

2/12 ゲスト卓話「越谷警察署管内の犯罪状況」
越谷警察署刑事課長

大和谷克久様

2/19 ゲスト卓話「これからの越谷」
越谷市役所政策部長

髙橋成人様

2/26 会員卓話[神社会の活動について]小林威朗会員

◆会長挨拶
平田徳久会長
改めまして皆さ
んこんにちは。
２６日土曜日に
行われました第８
グループＩＭには
大勢の方々にご参
加頂きまして、あり
がとうございまし
た。活動報告につきましては、深野青少年奉仕副委
員長に担当して頂きありがとうございました。来年
は我がクラブの新井進パスト会長がガバナー補佐を
お勤めになりますので、今度は越谷ＲＣがホストク
ラブとなります。新井ガバナー補佐を中心に素晴ら
しいＩＭを企画しなければなりません。１年先では
ありますが、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上
げます。
さて、株式会社ＪＴＢの森川周平会員がご栄転の
ために、退会されることになりました。森川会員に
は、昨年末の東京ディズニーランドホテルで開催さ
れましたクリスマス家族例会をはじめ国際大会・親
睦旅行等で大変お世話になりました。
心より感謝御礼申し上げます。私もサラリーマン
でしたので、サラリーマンにとりまして転勤は致し
方ないことでありますが、ご栄転でもあり、この越
谷ＲＣでの経験を大いに活かし、益々ご活躍・ご発
展されますことをご祈念申し上げます。後程ご挨拶
を頂きたいと思います。
次に、次年度青少年交換留学生の政岡香衣さんの
留学先とカウンセラーが決まりました。後程、政岡
さんにもご挨拶を頂きたいと思います。
又、今日はゲスト卓話を大変お忙しい中、
「年金政
策の現況について」と題して、越谷年金事務所長の
工藤哲彦様にお願いしました。高齢化社会となりま
した現代の大変興味深いお話でありますので、期待
をしております。又昨今は毎月勤労統計など世間を
騒がせていることも色々ありますので、どうぞ宜し
くお願い申し上げます。
最後に、私事ではありますが、先週の２２日に男
の初孫を授かりました。娘３人自由気ままに育てま
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したので、孫は無理かと半ば諦めておりましたが、
幸い三女が生んでくれまして、ジイジの仲間入りが
出来ました。出来はどうであれ、母子ともに元気で
したのでホッとしています。又、２２日は娘の誕生
日でもあり、奇しくも親子が同じ誕生日となり、不
思議な縁を感じています。今からクリスマス家族例
会を楽しみにしています。
以上をもちまして会長挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。
◆ 理事会報告及び幹事報告
若海宗承幹事
第 7 回定例理事会報告（平成 31 年 1 月 15 日）
1、2 月のプログ
ラムが承認され
ました。3 月のプ
ログラムは継続
審議中です。
2、次年度青少年
交換留学生 政岡
香衣さんのカウ
ンセラーを山田託也会員とする事が承認されました。
3、2 月 21 日(木)から 24 日(日)にかけて、フィリピ
ンにおいて国際奉仕事業を行う事が承認されました。
4、
7 月から 12 月までの会計報告が承認されました。
報告書を BOX にお入れしましたのでご確認下さい。
2815 回例会 幹事報告
1、2 月 1 日(金)から 3 日(日)まで来日学生スキー合
宿が長野県 菅平の天狗ロッジにて開催されます。ロ
マン君が出席します。
2、来週 2 月 5 日の例会終了後に 2 階研修室にて定例
理事会を開催します。理事･役員の皆様ご出席宜しく
お願いします。
3、国際ロータリー日本事務局よりお知らせです。2
月 1 日よりロータリーレートが 1 ドル＝112 円から
110 円に変更となります。
◆ 委員会報告
◎ 米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
本日、高橋副委員長から 10 万円の寄付を頂戴致し
ました。マルチ 2 回目でございます。これで 290 万
円位になったと思います。皆様のご協力宜しくお願
い致します。(高橋副委員長:R 財団にもご協力させて
頂きたいと思いますので、宜しくお願い致します。)
◎ 国際奉仕委員会
吉野寛治委員長
2 月 21 日から 24 日までフィリピンに奉仕活動に
行く事が決定致しましたので、その結団式を明後日
若松さんにて行います。9 名で奉仕活動を行う予定
です。
◎ 親睦活動委員会
近藤正成副委員長
本日例会終了後に親睦活動委員会を開催致します

ので、委員会の皆様はご参加宜しくお願い致します。
◆ 退会挨拶
㈱ＪＴＢ 森川周平会員
今回、2 月 1 日付で異動と
なり退会のご挨拶をさせて頂
きます。越谷 RC にお世話に
なって約 2 年ですが、ロータ
リークラブに入るという経験
は初めてで特に印象に残って
いるのはソングリーダーで指
揮をするという事で学校を出
てからなかなかできるもので
はないので、良い経験をさせて頂いたと思っており
ます。東京の虎ノ門に事業部という営業拠点があり
まして、そちらに着任を致します。大変お世話にな
りましてありがとうございました。
◎ オブザーバー
㈱ＪＴＢ 大嶌範也様
森川の後任をさ
せて頂く事になり
ました。私も初め
てロータリークラ
ブに入りますので、
分からない事も
多々あるかと思い
ますが、皆様との
ご縁をしっかりと繋いでいきたいと考えております
ので宜しくお願い致します。
◆ 挨拶 次年度青少年交換留学生 政岡香衣さん
皆さんこんにち
は。春日部女子高
校 1 年の政岡香衣
です。この度メキ
シコへ派遣させて
頂く事になりまし
た。自分の希望国
の一つであったの
で、とてもうれしく思います。派遣までの日本にい
る間も大きく成長し、メキシコでも大きく成長して
いきたいと思っております。宜しくお願いします。
◆ ゲスト卓話「年金政策の現況について」
越谷年金事務所 所長 工藤哲彦様
皆さんこんにち
は。今日はお招き
頂きましてありが
とうございます。
普段から年金事業
の運営につきまし
てご理解･ご協力
を賜りまして誠に
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ありがとうございます。普段ですと、年金の制度改
正の話や直接手続きに関する話をする事が多いので
すが、今日は普段と違う切り口でお話をさせて頂き
ます。
私は生まれも育ちも青森で青森県の弘前市が生ま
れ育ったところになります。越谷に来て 3 年弱位に
なります。青森というと大間のマグロが有名ですが、
大間では普通にパック入がスーパーで売っています。
お寿司屋さんに行くと大間のマグロのカマ焼きがド
ーンと出てきたりします。青森では工藤という苗字
の人がいっぱいいて、病院で工藤さんと呼ばれると
何人もが立つ感じです。
まず始めに、越谷でどのくらい年金給付がされて
いるかというお話を致します。2017 年度の越谷市の
歳出予算額は大体 1009 億円です。同じ 17 年でどの
くらい年金給付があったのかというと 1077 億円で
す。大体のモデルケースで説明しますと、地方自治
体の予算額と年金給付額は概ね似通った額になりま
す。越谷の場合は、若干年金給付額が上回っており
ます。越谷という地域は公務員の退職者が非常に多
いエリアとなっていまして、他の地区よりも年金が
多く落ちている市という事が言えると思います。
年金積立金の運用実績についてご説明致します。
皆様の保険料がどのように管理されているかという
お話をまず致します。もともと、大蔵省だけが資金
を運用できたのですが、法律を改正致しまして、厚
生省で集めた歳入金、保険料は厚生省が運用すると
いう事が法律上認められる事になりました。そこか
ら独自の運用を始めておりますが、厚労省が自身で
運用するのではなく、年金積立金管理運用独立行政
法人に運用を委託しております。省略すると GPIF
という組織になります。投資の方法というのは、基
本ポートフォリオというものがありまして、リスク
分散をするという観点から、色々な種類、銘柄に分
散して投資を行うという事になっております。当初
は外国債券、国内債券が主流でございました。それ
がアベノミクスの一環で株式投資も増えてきており
ます。現在でいうと国内債券に投資している割合が
35％、国内株式が 25％、外国債券が 15％、外国株
式が 25％、こういう比率で運用を行っています。そ
の結果がお手元にある資料となります。運用実績の
収益額と収益率の推移をご覧ください。過去十数年
のデータが載っていますが、へこんでいるところが
四つ。近年でいうと、19 年、20 年、22 年、27 年、
マイナスとなった年はマスコミ等で大々的に報道さ
れますのでご記憶の方も多いと思います。ご覧頂け
ればお分かりですが、マイナスとなった所は 4 年間、
しかもそんなに大きくはマイナスとなっていないと

いう事はお分かり頂けると思います。トータルでい
きますと年々利益が上がってきており、目減りする
とか極端に減るという事は現状ではないというよう
に運用されているとご覧頂けると思います。このよ
うに投資をしている中でも現在の少子高齢化にはお
いつかないというのが現状でございまして、基礎年
金部分については税財源を投入しておりますし、今
年予定されている消費税を社会保障費に回すという
話もある中で非常に財源的には厳しさを増している
という事で、この運用に対する期待は今後ますます
高まっていくのではないかと考えております。年金
法の元々の考え方でいうと財源をどうしようかとい
う話が出るのは想定されていたところで、昭和 17 年
に厚生年金法ができましたが、その時は戦費調達を
目的に設立をされました。年金を支給するという考
えはあまりなく、目先の戦費を調達するにはどうい
う方法があるかという事で厚生年金法が作られたと
いうのは周知の事と思います。当時は対象者も狭い
状態で、戦争中という事もありますが、平均寿命も
非常に短い事もありまして、年金支給は大した金額
にはならないだろうという考えがあったのだろうと
思います。ただ戦後に環境衛生が非常に改善されま
して、平均寿命も長くなってきたという事で財源確
保に本腰を入れて考えなくてはいけないという時代
になり、色々な考え方、税金を投入する、保険料の
料率を上げる、運用をするといった事を組み合わせ
て今の年金というものを運用している事になってお
ります。年金事務所の主な仕事というのは入って頂
く手続き、納めて頂く手続き、貰う手続きというの
がありますが、貰う手続きというのが一番のメイン
という事になります。年金の相談、待ち時間が多い
というご指摘がありますので、事前予約という事を
お勧めしております。年金ネットですが、ご自宅の
パソコンやスマホで自分の年金記録の照会やどのく
らい貰えるかという事を確認できるものです。全国
的には 1000 万人弱の方にユーザーとして登録して
頂いております。是非皆様も申し込んで頂ければと
思います。
今後とも年金事業の運営についてご理解･ご協力
を賜りますよう申し上げまして、私の話を終わらせ
て頂きたいと思います。ご清聴ありがとうございま
した。
◆ ビジター･ゲスト紹介
越谷年金事務所 所長 工藤哲彦様、
オブザーバー ㈱ＪＴＢ 大嶌範也様、
次年度交換留学生 政岡香衣さん、
交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
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＊2 年間大変お世話になりましてありがとうござい
ました。越谷 RC で経験させて頂いた事を活かして
頑張っていきたいと思います。後任の大嶌 共々引き
続き宜しくお願い致します。/森川周平
＊①越谷年金事務所長 工藤様お忙しい中 卓話あり
がとうございました。大変勉強になりました。②森
川会員ご栄転おめでとうございます。益々のご発展
をお祈り申し上げます。③次年度青少年交換留学生
政岡香衣さん留学先が決まり良かったですね。勉強
頑張って下さい。/平田徳久会長
＊①越谷年金事務所長 工藤様 本日はありがとうご
ざいました。私は 48 歳です。年金が貰える様にお願
いします。②森川さんご栄転おめでとうございます。
寂しいですが新任地でのご活躍を祈念しています。
大嶌様入会お待ちしております。③政岡香衣さんメ
キシコへの留学が決定し良かったですね。留学まで
の期間を大切に過ごして下さい。/若海宗承幹事
＊先日は楽しかったです。また初孫おめでとうござ
います。/大野光政
＊①越谷年金事務所長 工藤様 卓話ありがとうござ
います。②森川さんお世話になりました。大嶌さん
宜しくお願いします。/井橋吉一
＊①越谷年金事務所長 工藤様 本日は卓話ありがと
うございました。頭を見るととても愛着を感じます。
②JTB 森川さん何かとお世話になりました。たまに
は越谷 RC を思い出して下さい。/中島美三郎
＊①政岡香衣さんメキシコに派遣が決まって良かっ
たですね。大切な一年ですから思いっきり楽しんで
下さい。②過日の IM では皆様お疲れ様でした。平
田会長･若海幹事から「進・進と続きます。次年度は
新井進です」と連呼され地方選挙が始まったかと思
うほど、少し恥ずかしかったのですが宜しくお引き
立て下さい。/新井 進
＊①越谷年金事務所長 工藤様 本日は参考になるお
話ありがとうございました。②森川さん色々とお世
話になりありがとうございました。/須賀定吉
＊政岡香衣さんメキシコでしっかり勉強や交流に励
んできて下さい。/江原武男
＊越谷年金事務所長 工藤様 本日は楽しい卓話あり
がとうございます。青森でご馳走して下さい！/澤田
裕二
＊①政岡さんようこそ越谷 RC へ。メキシコが希望
の国と言う事で楽しみですね。②森川君 色々お世話
になりました。大嶌君入会お待ちしております。/坂
巻邦夫
＊①越谷年金事務所長 工藤様 貴重な年金のお話興
味深く聞かせて頂きました。ありがとうございます。
②郷土の誇り「阿炎」10 勝 5 敗の大活躍 来場所は

幕内上位へ。みんなで応援しましょう。/森 仁三
＊平田会長お孫さんおめでとうございます。私も孫
が 6 人おり全員集合するとうるさいです。/吉野寛治
＊森川さんご栄転おめでとうございます。大嶌さん
ロータリーライフ楽しみましょう。/浅見冨司雄
＊本日は神戸 P 会長から R 財団に普通にご寄付頂き
ありがとうございました。来月からレートが 1 ドル
110 円に変更になります。引き続き宜しくお願いし
ます。/豊田高行
＊工藤様 年金のお話ありがとうございました。昔
青森の大湊に単身赴任して美味しいホタテを腹一杯
食べた事を思い出しました。/松田繁三
＊①平田会長 初孫の誕生おめでとうございます。お
互いジジバカで楽しみましょう。②政岡さんメキシ
コへ派遣決定おめでとうございます。目標がはっき
り定まったと思います。これから一年半頑張って楽
しんで下さい。/増元 晃
＊吉澤雅隆さん例会に来てくれてありがとうござい
ます。(^o^)/木村淳一
＊寒さ厳しいですのでお互い風邪を引かぬよう気を
付けましょう。/清水勝吉
＊森川さんご栄転おめでとうございます。益々のご
活躍を！/中島雅樹
＊越谷年金事務所長 工藤様 卓話ありがとうござい
ました。皆様 年金はもちろんですが米山記念奨学会
へのご寄付も宜しくお願い致します。/髙橋和彦
＊森川会員ご栄転おめでとうございます。大変お世
話になりました。/江藤真吾
＊越谷年金事務所長 工藤様ありがとうございまし
た。私の 20 年後の年金もしっかり宜しくお願いしま
す。/井橋英蔵
＊本日、早退いたします。/川崎健郎
＊今年も宜しくお願い致します。/弁当のぎょうざや
さん 高谷様
本日 36 件 49,000 円
累計 1,301,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 100 ％
会員数 97 名
出席者数 59 名 出席免除者数 19 名
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