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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

月

間
次週（１２月９日）のお知らせ

１）例 会

（2091回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「スギ花粉を考える」

（2092回）
それでこそロータリー

３）クリスマス家族会

医療法人 宮武内科
宮武 明彦 様
中川 政照 会員紹介
５）第1
５）第1回被選理事会
☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆
1日
8日
8日
16日
18日

寺内
勝見
髙松
濱本
岡本

清視
哲朗
貞彦
宣仁
健

8日
8日
11日
17日
29日

石田
中川
西浦
松宮
小寺

道夫
政照
司
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☆☆１２月度の在籍表彰 ☆☆
30ヵ年 浅川 正英
10ヵ年 西浦 司

29ヵ年 藤井 弁次

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
川本 浩
坂本 一民

鍬田 充生
安田 義治

中村 修
（敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
先日坂本パスト会長にクラブ創立４３周年記
念卓話を御願いしましたが、その節に創立１０
周年の記念誌が事務局に保管されていないとい
うご指摘を頂きました。当時既に入会しておら
れた会員の皆様にお尋ねいたしましたら、福井
パスト会長がお持ちという事で一時お預かりし
ました。その複製を井戸パスト会長のご協力で
作ることが出来まして現在は事務局にて保管さ

れております。
私も始めて読ませていただきましたが、創立
当時の様子を改めて勉強させていただきまし
た。創立時の会場は、いつもお話に出てきます松
坂屋 大阪店ですが正式には８階特別室と書か
れておりまして、事務局も松阪屋 大阪店内と
なっております。当初ピアノの伴奏も松阪屋秘
書課の方に御願いしていたようです。又創立は
昭和４２年でありますが、チャーターメンバー
３１名でのスタートでありました。その創業の
年を１０周年時の田中会長が振り返っておられ
ますが、当時は昭和元禄といわれた時代で、４月
には東京都では初めて革新派の美濃部亮吉氏が
都知事に当選、１０月にはワンマン宰相といわ
れた吉田元首相が亡くなり、翌１１月に戦後初
の国葬が行われました。さらに、当時の佐藤首相
が日米首脳会議のため訪米するにあたり、反対
する全学連デモ隊と警官隊が羽田付近で激突す
るという年であったようです。
本日特に会長報告御座いませんが、先週三谷
会員が入会希望者をゲストとして連れてきて頂
きました。会員増強常に忘れることなく取り組
んでゆきたいと思います。会員の皆様のご協力
を宜しくお願いいたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

68名
43名(57名)
22名
14名

）内は会員総数を基準とした値

11月25日の出席率
75.44％
４週間前（11月4日）の
メークアップを含む出席率 86.89％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

☆☆ 先週（１１月２５日）の卓話 ☆☆

①地区より「2012－2013年度 ロータリー財団
国際親善奨学生募集のご案内」が届いており
ます。詳細につきましては掲示板のポスター
をご覧ください。
②創立43周年記念写真撮影にご参加頂きました
会員各位に写真をお配りしております。
③「第２回クラブ活性化協議会」のご案内を本
日お配りしております。
④「クリスマス家族会」出欠のご返事を早急に
事務局までお願いいたします。多数の会員な
らびに御家族のご参加よろしくお願いいたし
ます。
⑤№3・4・5・7テーブル情報集会を本日午後６時
から「福臨門」にて開催いたします。ご出席の
方は宜しくお願いいたします。
⑥本日例会に引き続き年次総会を開催させて頂
きますのでご出席よろしくお願いいたしま
す。
⑦本日例会終了後12月度定例理事会を10F「平安
の間」にて開催いたします。関係各位宜しくお
願いいたします。
⑧本日、ロータリー財団100万ドルミールを実施
いたします。ご協力の程お願い致します。
⑨12月3日（金）は午後から事務局を閉めさせて
頂きますので宜しくお願い致します。

～やっぱり年金の話～

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いします。 中島 康之
結婚記念日自祝、結婚して何とか45周年持ちま
した。後はあの世まで何とか頑張ります。お花
ありがとうございました。
橋本 守之
37回目の結婚記念日に美しいお花をお贈りいた
だき有難うございます。
福原 哲晃
安田会員の御好意に感謝して。
藤井 弁次
連続欠席おわびします。
溝手 悟
本日も沢山のニコニコ有難うございました。
ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
22年11月
11月25日
25日

合計金

24,000円
24,000円

累計金 1,347,090円
1,347,090円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・フレンチオニオンスープ、チーズクルトン
添え ・ハンバーグステーキ、和風おろし
ソース ・バニラアイスクリーム 季節の
フルーツ添え ・ライス ・コーヒー

「遺族年金・年金の離婚分割」
遺族年金・年金の離婚分割」
中島康之会員
平成１９年４月より当事者の合意または裁判
手続きにより按分割合を定める制度です。
当事者の合意で按分割合を決めた場合は、公
証人役場で公正証書を作成することになりま
す。次に、裁判手続きですが、これには「家事審
判手続き」
「家事調停手続き」
「人事訴訟手続き」
の３とおりがあります。また、平成２０年４月よ
り３号被保険者期間の分割がされることになり
ました。これは、離婚分割が合意または裁判手続
きが必要なのに対し、３号分割の場合は話し合
いや裁判所の決定なく請求があれば強制的に分
割され按分割合は自動的に２分の１が分割され
ます。遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と
厚生年金の遺族厚生年金があります。遺族基礎
年金は子がなければ支給されませんが、遺族厚
生年金は子がなくても支給されます。遺族基礎
年金は収入に関係なく定額ですが、遺族厚生年
金は収入額で計算され、報酬比例の年金額の４
分の３となっています。
Ｎｏ３・４・５・７テーブル情報集会
１１月２５日１８時より、心斎橋プライムス
クエア 12Fにある「福臨門酒家」で情報集会が開
催されました。中村会長、山本副会長をお招き
し、井戸、石田、岸本、郡、南川、溝手、中川、
中島（豊）、中島（康）、中村（修）、中野、成
松、西井、髙田、梅本、宇野、山田雅則（ロース
ター順）の各会員と事務局から大保さん、来日交
換学生キャサリンさんの２１名の参加でした。
“ 贅を尽くした広東料理“ を１３階から見
下ろす御堂筋の夜景を楽しみながらいつまでも
話しが尽きませんでした。

