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ＲＩ会長
バリー・ラシン
会長テーマ インスピレーシ ョンになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう ！

日時：2019年 4月 9日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》

橋本 幸一

森昌子さんが、還暦を迎えるのを機会に引退をす
るという話しがあり、最近の日経新聞に次のような
記事がありました。
近時相続や葬儀・墓などを取り上げた記事が多く、
最近の週刊誌は終活雑誌となっている。他方人生１
００年時代、生涯現役など人生これからガンバッテ
生き抜けという話題も多い。この様な中で６０歳と
いう年齢で退職を決意し、新たな人生を歩もうとい
うのはすがすがしい、生き方のマニュアル化に対す
るしなやかな抵抗かも、という内容でした。

◎ 会員スピーチ

共感を憶えました。又少子化なので高齢者も働か
なければ労働力不足がより悪化するなどと日本の
経済の観点より高齢者の労働を促すもの、年金財源
が無くなるのでもっと働いて収入を得なければ老
後生活は成り立たないと不安を煽るものなど、色々
の視点から高齢者の就労を促すものがあります。
しかし、やはり自分の人生です。還暦を過ぎたら
好きにさせてもらいたい。働くということは人が動
く、目的をもって活動することです。必ずしもこの
目的が仕事とはならなくてよいと思います。高齢
者こそ充実した人生を考えるべきではないでしょ
うか。

山本 武司 会員

今日は不思議なお話をたくさん用
意してきました。
「時計が右回りにな
っているのは何故か？」右回りには
意味があります。次は「“０”は奇数
か偶数か？」「“血”という字が“皿”
に似ているのはなぜか？」ちゃんと
理由があります。【中略】これらはす
べて解明されているので、一つずつお話ししようと思っていたの
ですが、今日は別の話をします。
2 年前に「マイナンバーカード」が便利になるという理由で出
来ましたが、これは口実で、実は今回の新券発行と表裏一体にな
っています。政府による新券発行の理由は「偽造防止」と言われ
ていますが、実はマイナンバーと一体なんです。今、国の借金が
1,100 兆円ほどあります。個人の貯えもそれと同じほどあります。
これを何とか引き出そうというのがマイナンバー制度の本音です
から、2 年後に新券が出たとして、その時重大な発表があると思
います。今までは聖徳太子などの古いお札も使えました。今ある
1 万円、5 千円、2 千円、千円札は有効期限を設けると思います。
「これ以降は使えません。紙切れになります。」となると、タンス
に貯めていた人は、しようがないので銀行で換金します。ところ
がマイナンバー制度は誰が幾ら持っているということがわかって
しまいます。それを何とか防ぐ方法を話し合った時、「ドル、金、
有価証券がいい」という人がいました。これ、全部駄目です。そ
れもすべてマイナンバーが無いと出来なくなるからです。唯一無
二、出来る方法がありますが、これが聞きたい方はどこかで一杯
御馳走してください。
今日の本題の中で、
「FAX はどうして送れるの？」とありますが、
私は FAX が発売されたとき、販売する業者でした。
【中略】読み込
んだ原稿が出てくるのを見て、送信をじっと見ていた人が「あっ
駄目だ。これ出てきちゃってる」と言うんです。その方は紙の原

稿が電話線を通って向こうへ行くと思っていたのです。その時、
「碁盤が 2 つあったとして、電話をしながら、最初の碁石を『こ
こに置いて』と言うと相手側が自分の碁盤の言われたところに碁
石を置く。
『次はここ、次はここ』ということを繰り返すと、相手
先にも同じ碁盤が出来上がるのですが、電話で話すのは大変なの
で、電気信号で送っているだけだ。」と説明しました。
お配りした資料は“電卓”のものですが、昔はこんなにも大き
なものでした。1964 年の電卓は重さが 25 ㎏、535,000 円。私の大
卒の初任給 23,300 円、その時もまだ電卓は 350,000 円もしたんで
す。しかも四則演算しか出来ませんでした。今はカード電卓で、
しかもルートもパーセントも、電話帳、メモ帳などたくさん機能
が付いています。その小さくなる第１のきっか
けが１９７２年カシオミニ、12,800 円の衝撃的
な発売です。これが販売に行って飛ぶように売
れたんです。ところがこれが何度やっても計算
が合わないということがざらでした。その時、
「この計算機が正常に動いているか」を検算する方法があるので
す。お手元のスマホを電卓モードにして、これから言うとおりに
入れてください。【中略】
不思議なことはたくさんあります。テレビのリモコンとエアコ
ンのリモコンはそれぞれどうやって区別して使えるのか？赤外線
は見えませんが、スマホで赤外線を見る機能もあります。スマホ
のカメラは軍隊の暗視カメラの機能があるようです。スマホでテ
レビやエアコンの赤外線を見ても、形は全く変わりありません。
どうやって区別しているのか調べました。今わからないのは、携
帯です。どうしてかけた先の場所がわかるのか？それを調べてい
くと色々あるわけです。リモコンのほうは私が解明していますの
で、知りたい方は一杯奢ってください。皆さんも解らないことが
たくさんあると思います。それを一緒に勉強していきたいと思っ
ております。

本日の式次第
◎開 会 点 鐘

橋本幸一 会長

◎ロータリーソング

「奉仕の理想」

◎お客様のご紹介

橋本幸一 会長

◎会長スピーチ

橋本幸一 会長

◎幹 事 報 告

水長秀彦 幹事

◎委員会報告

近藤義之 会員

◎会員スピーチ

山本武司 会員

◎閉 会 点 鐘

橋本幸一 会長

◎幹事報告 水長 秀彦 幹事
① 例会場ポストに入れた刊行物
・「ガバナー月信 4 月号」
・5/12(日)のロータリーデーのイベント「チラシ」

(12:30)

②「八王子 5 クラブ合同親睦ゴルフコンペ」
の追加参加のお願い
③ 4/16(火)「炉辺会談」について
（13:30）

◎ニコニコ箱 坂本芳彦 親睦委員長
13 名：計 43,000 円 累計 1,507,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

④「入会予定 2 名」の理事会承認の報告
⑤ 今後の例会予定例会予定について
来週 4/16(火)は 2 回例会振替休会
次回例会は 4/23(火)夜間 2 回例会
例会 (18：00-20：00)
会場：八王子ホテルニューグランド

◎出席報告

小嶺和昭

出席(奨励)委員長

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２４名

１８名

78.26%

５名

100.00%

0名

０名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 新入会員を迎えることが出来そうです。
皆様会員増強よろしくお願いします。
水長秀彦君 近年花粉症の症状を感じはじめました。
山本さんのスピーチ、先週の予告編を聞いてとって
も楽しみにしています。
伊熊俊雄君 山本さんのスピーチ先週の予告編から
楽しみにしておりました！！
加藤 登君 今日も花見会があります。平成時代の最
後かな？
小嶺和昭君 暑かったり、今日は又冷えびえする気候
でついて行けないですね、年寄りは…。負けずに元
気で頑張るしかない！！
坂本芳彦君 先日の、職業奉仕ならびに親睦観桜例会
では会員皆様のご参加、御協力、ありがとうござい
ました。
佐藤武文君 今日の理事会で2人の会員増強の報告が
あり、今後40人に向けて皆様よろしくお願いしま
す。山本さんの卓話楽しみにしています。

《 4 月の予定 》母子の健康月間
2 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(火) 理事会・通常例会
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 2 回例会振替休会【炉辺会談(坂福)】
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 特別休会
《 3 月の予定 》水と衛生月間

菅原 孝君 紙幣刷新！盛り上がればいいですね。
ところで弐千円札はどこに？
千葉謙一君 おかげ様で私の長男が4月より、八王子
の田中建設さんに入社しました。所属は営業部で
す。伊熊さんの会社と同じビルなので宜しくお願
い致します。息子が社会人になる日が来るとは、
少し驚きです。
戸塚万豈君 花粉症今年はしつこいですね。毎日毎
日…まいりました。頑張ります。
平塚德則君 桜も満開、山本さんも満開(まんかい)
の卓話楽しみにしています。
松宮兼房君 天皇皇后両陛下のご結婚も明日で60
年、めでたいことです。
山本武司君 本日はスピーチ担当者になっておりま
す。拙い話しになるかも知れませんが、よろしく
お願い申し上げます。

《 5 月の予定 》青少年奉仕月間
7 日(火) 理事会・通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
14 日(火) 2 回例会振替休会
21 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
28 日(火) 特別休会
30 日(木) 東京八王子 RC 合同夜間 2 回例会
会場：日本閣
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