2021〜2022

越谷東
ロータリークラブ

越谷東ＲC運営方針

創立1987年5月18日

●みんなで躍動、
更なる発展
2021〜2022 ＲＩテーマ

●奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ANNIVERSARY

会 長：加
幹 事：隅

藤
田

盛

〈例会日〉 毎週木曜日 12：30〜13：30
〈事務局〉 〒343−0813 越谷市越ヶ谷3−7 −1（NTT東日本 越谷ビル2F）
TEL 048−965−2037 FAX 048−965−2011
http://www.koshigayahigashi-rc.org/ E-mail:info@koshigayahigashi-rc.org

也
敏
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会員数：55名／出席数：35名
出席率：68.60％

母子の健康月間
本日のビジターゲスト

越谷東RC奨学学友会 会長 松岡
（リモートにて）

◆黙 祷
◆開会点鐘
◆国歌斉唱
◆ロータリーソング斉唱
◆クラブソング斉唱
◆四つのテスト
◆ビジターゲスト紹介
◆結婚記念日・誕生日祝
◆会長挨拶
◆幹事報告
◆委員会報告
◆ロータリー情報
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「君が代」
「我らの生業」
「クラブ賛歌」
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みなさんこんにちは。
本日のビジターゲストの松岡さんとは、先週の土曜
日に大野パスト会長、五十嵐直前会長、隅田幹事、私
と食事をし、その際に越谷東クラブ創立35周年式典時
に奨学学友会としてお手伝いをしたいとの申入れをい
ただき、更に本日のビジターゲストで参加することも
快諾していただきました。ありがとうございます。後
ほどお話をよろしくお願いします。

浜野

隆浩

松岡
豪様
社会奉仕委員会 齊藤
敦
出席委員会 杉下
智
会長 加藤 盛也

越谷東RC奨学学友会

米山記念奨学生

会長挨拶

オリエンテーション・教育委員会

◆ビジターゲスト挨拶

豪様

会長

さて、新年度を迎え何かと変わったことがあります
が、特に注目しているのが、成年年齢が、現行の20歳
から18歳に引き下げられたことです。明治時代からの
20歳成人が約140年ぶりに成年の定義が見直されるこ
とになり、何が変わるのか、私たちの暮らしにどのよ
うな影響がもたらされるのでしょうか。

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人とな

幹事報告

る日が、
2002年４月１日以前生まれ
→20歳の誕生日

20歳

2002年４月２日から2003年４月１日生まれ
→2022年４月１日

19歳

2003年４月２日から2004年４月１日生まれ
→2022年４月１日

18歳

2004年４月２日以降生まれ
→18歳の誕生日

18歳

となります。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をする
ことができる年齢」という意味と、「父母の親権に服
さなくなる年齢」という意味があります。成年に達す
ると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契
約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を
借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購
入したときにローンを組むといったとき、未成年の場
合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、

①

幹事
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本日、第10回理事会が開催され、５月のプログラ
ムが承認されました。

②

次回例会のご案内と４月のプログラムが変則的で
すので、お伝え致します。
次回は、４月14日木曜日12時30分より、ハイブリッ
ドの形式で通常とおり、例会場で開催となります。
メインのプログラムは、会社創立祝卓話を小林賢弘
会員、中村会員に担当して頂きます。皆さま楽しみ
にしていてください。
４月21日木曜日は、越谷南クラブとの合同夜間例
会となります。午後６時30分点鐘、橋本家レイクタ
ウン店での開催です。
４月28日木曜日は休会でして、その前日の27日水
曜日に５クラブ合同例会が行なわれます。時間は、
午後１時点鐘、場所はコミュニティセンター小ホー
ルです。２時30分から４時まで井上康生さんの記念
講演があります。多くの会員の皆さまの参加をお待
ちしております。

親の同意がなくても、こうした契約が自分一人ででき
るようになります。また、親権に服さなくなるため、
自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の
意思で決定できるようになります。
さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認
会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したり
することもできるようになります。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に
引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上と
なります。一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や
喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これ
までと変わらず20歳です。
なお、成人式の時期や在り方に関しては、法律によ
る決まりはありません。
成年年齢が18歳に引き下げられた後、対象は18歳の
方に変わるのか、変わった場合は高校３年生の１月と
いう受験シーズンに実施していくのか、変更後となる
来年2023年１月の成人式は、18歳、19歳、20歳の３世
代同時に実施するのかといった課題がたくさんありそ
うです。着物のレンタル業者、美容室など成人式にか
かわる事業者の対応も大変ですね。
何れにしてもこの２年間は、成人年齢の変更に伴い
自治体を含め色々な議論が必要になりそうです。影響
を受けるご家族のいらっしゃる会員の皆様には、是非
家庭で議論をしてみてください。

スマイル報告

社会奉仕委員会

齊藤

今

回

31,500円

累

計

505,110円
次の例会の案内

第1679回 4月14日

会社創立祝卓話

敦

ロータリー情報
オリエンテーション・教育委員会

浜野

スマイルについ

隆浩

イルボックスとはその趣旨が異なるのであります。

スマイルボックスについての話をします。

スマイルボックスは、あくまでも、何か喜び事があっ

まず、スマイルボックスと言うのは、ロータリー

たときに、会員達がそれを記念して、社会奉仕の浄

では、世界的な慣例ではありません。日本にはあり

財をクラブに寄託するものであって、罰金箱のよう

ますが、世界中どこの国にもあると言うものではな

に人を責める形で金を集めるものではありません。

いのであります。

罰金という恨み辛みの籠もった金を社会奉仕に使う

日本で、スマイルの慣例が出来たのは、昭和10年
のことであります。関東大震災の被災孤児達を東京

ことはロータリーの趣旨に合わないのであります。
横20ページ

ロータリーのルール

ロータリーホームと言う孤児院で世話をしていまし

2022年４月10日から規定審議会が始まります。こ

たが、東京ロータリークラブの人達が、昭和10年に

れは文字通り、ロータリーの規定を審議する会合で

当時オープンした多摩川園という遊園地に孤児達を

す。ロータリーの規定がどのような手順を経て決

つれて行ってやろうということになりました。

まっていくのか、ダイジェストで紹介されたいます。

ところが、さてその金はどうしょうかと言うこと

クラブの細則は理事会で審議して更に例会で諮っ

になりました。クラブの会員達は、お金持でありま

て変えることができますが、定款はクラブでは変え

すが、クラブ自体には金はありません。

ることはできません。３年に１度ある国際ロータ

そこで、日本橋の羅紗問屋の村伝助商店の筆頭番

リーの規定審議会でしか変えることはできないので

頭であった関幸重という人が一計を案じ、あり合わ

あります。

せのボール箱をもって、『あなたの誕生日ですよ』

横24ページ

2021年10月24日世界ポリオデーの日

とか『お嬢さんが結婚されたでしょう』とか色々な

2770地区の松本ガバナーと第８グループの小林ガ

ことを軽妙酒脱に面白く話しながら、例会場を回っ

バナー補佐が紹介されております。クラシックカー

たのであります。会員達が皆笑いながら財布の紐を

が41台集まりポリオ根絶活動をラリーにてＰＲした

解いたと言います。当時、大学卒の初任給が60円く

ようです。写真の車は小林ガバナー補佐所有の1953

らいの時代に600円の金があつまったといいますか

年式のジャガーであります。

ら、流石は東京ロータリークラブであります。これ

縦21ページ

で孤児達を多摩川園に連れて行くことが出来たので
あります。
それからは、関さんが、何かことあるごとにその
箱を持って回ったのでありますが、あまり汚い箱で
は具合が悪いだろう、皆がニコニコして金を出して
くれるからと言うので、三越に注文して、えびす様
の顔を彫った箱を誂えました。これがスマイルボッ
クスの始まりであります。
いずれにしても、戦前のロータリアン達は、金を
集めるにしても色々考えてユーモラスにやったので
ありますが、今日のロータリーには、このユーモア
がやや之しいとも思われる処もあります。
なお、東京ロータリークラブのこの慣例に対して、
大阪ロータリークラブは昭和５年だから東京よりも
早いという説があります。しかし、大阪ロータリー
クラブの場合は、遅刻等の時にSAAがなにがしか
の金銭を強制的に取り立てる罰金箱であって、スマ

越谷北ＲＣの中学生の野球大会の記事が紹介され
ています。越谷市からは全国大会に三年連続出場し
ているようです。

ビジターゲスト挨拶

越谷東RC奨学学友会

会長

松岡

豪様

2006年に皆様のスポンサーにより青少年交換プロ

二つ目は、35周年式典でのお祝い動画メッセージ

グラムでアメリカへ送っていただいた松岡です。ご

寄稿です。世界中にいるフレンズのメンバーよりビ

無沙汰しております。

デオメッセージを集め、式典（懇親会）で放映しま

越谷東RC様の35周年にあたり、フレンズとして
も何かできることがないかということで、先日加藤
会長、大野さん、五十嵐さん、隅田さんとお会いし

す。30周年式典の際には８名のフレンズから頂いた
メッセージを流しました。
三つ目は、名簿の更新、連絡体制の強化です。住
所、電話番号に加えメールアドレス、SNSアカウン

て打ち合わせさせていただきました。
今後、フレンズとして取り組んでいきたいことを

トを中心にメンバーの連絡先を把握し、連絡がつく

３つ整理しましたので、皆様に報告をさせていただ

体制のメンテナンスを行います。フレンズのメン

きます。

バーも世界中いろいろな場所にいますので、今導入

一つ目に、フレンズ持ち回りによる、オンライン

されているオンラインとのハイブリッド形例会は、

卓話登壇です。２～３カ月に１度程度の頻度でフレ

フレンズの参加のハードルを下げることができると

ンズのメンバーが越谷東RC様の例会に登壇し仕事

思います。これを機に、皆様に顔見せできる機会を

紹介や近況についての報告を行います。登壇者の決

定例のものにしていければと考えております。

定、日程はプログラム委員長様とフレンズ事務局（会

引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。

長を中心）間で調整させていただきます。

お め で と う

4月

誕生日

杉下

智会員
五十嵐久幸会員
（加藤盛也会長）

〈欠席会員〉
浅水輝子会員・鈴木朝夫会員

橋本政行会員
原

結婚
記念日

大内一幸会員
南 千加江会員
粟屋裕二会員
美光会員
（加藤盛也会長）
小林賢弘会員

〈欠席会員〉畔上順平会員

