
 

 

第 1095 回例会 2021 年 7 月 27 日 

□司  会     吉田  穣君 

□開会点鐘     山崎 芳雄君 

□R ソング  『我等の生業』 テープ 

□ビジター  

 東信第二グループ ガバナー補佐 

          北村 修一様 

□委員会報告 

社会奉仕委員長 斉藤 惠理子君 

  『食育フェスタ』 

ブース出展について 

会報委員長    北村 久文君 

   7/20 会報 訂正報告 

 

コロナ禍の東京 2020 

オリンピック開催                             

  会長 山崎 芳雄君 

コロナ禍の中、２３日より

来月８日まで東京２０２０

オリンピックが１年遅れ開催されています。開催

前は延期、中止の声が多く私でもこんな大変な時

期に開催する事に否定的でしたが、２３日の開会

式は夜遅くまでテレビ中継に見入ってしまいまし

た。 

開会式の演出企画で直前になりにいろいろ問

題が有りうまく行くのかと思っていましたが結構

私なりに感動しました。 

橋本会長とバッハ会長のスピーチが二人で９

分の予定が２０分と長くなり特にバッハ会長のス

ピーチは１３分と長く、テレビ中継も予定の時間

内に収まらず放送延長となり、これが校長の話な

ら生徒が１０人位は倒れていたなどと長すぎの投

稿が沢山 SNS に上がっていました。 

競技ではあまり見た事の無いスポーツに金メ

ダルを取った堀米雄斗のスケートボードが有りま

したが、競技の方法も堀米雄斗という名前も初め

てテレビ中継を見て知りましたが、ネットで調べ

てみると驚く事に堀米雄斗はアメリカの若年層に

エンゼルスの大谷翔平よりも有名なでは日本人だ

そうです。 

スケボーは、米国で大金を手にすることができ

るスポーツの一つで、私も驚いたのですが米国の

愛好者は約 6000 万人で、日本の約 100 万人と大

きな開きがあるそうで、プロの競技選手になると、

製品の開発費や広告料も日本とは桁違いで、選手

は 1000 万円を超えることもある大会賞金とスポ

ンサー料などが収入源で、10 億円稼げる選手は珍

しくないそうです。 

既に、米国でトップ選手となった堀米は計 12 社

のスポンサーと契約していて、高額な収入を得て

いて、カルフォルニアに約 1 億円の４ＬＤＫの豪

邸を建てて住んでいるそうです。 

米国のメディア関係者は、今回の金メダルでス

ポンサー料がはね上がるのは間違いないとの事で、

五輪ボーナスも含まれているはずで、収入倍増の

可能性もあるとの事です。 

日本では一頃まではスケートボードのイメージが

良くなかったのですが、堀米雄斗選手の金メダル

の影響でイメージが変わりブームが起きそうな感

じです。 

１５歳で１０億円プレーヤーになると言う自分の

夢を叶える為に一人米国に渡り夢を実現した２２

歳の堀米選手に拍手を送りたい。 

４連休中もオリンピックをテレビ観戦する時間が

自然に長くなり不健康な連休でしたが、 

まだ続くオリンピックをテレビ観戦でコロナに感

染しない様に日本人選手の応援をします。 

会 長 挨 拶 

例 会 日 誌 



 

 

第 1095 回例会 2021 年 7 月 27 日 

出席・ニコニコ BOX 

               清水 一典君             

１. 米山奨学会より 
・６月の寄付金傾向 
・ハイライトよねやま  256 号 

２. 地区事務所より 
・2020-21 年度ガバナー退任のご挨拶 

  ・会員増強物語送付のご案内 
  ・ロータリー囲碁大会のご案内 
  ・「交換学生スキーの集い in 白馬」のご案内 
  ・熱海豪雨災害義捐金御礼 
  ・ロータリー財団寄付金明細表 
３. ＡＭＵより 

・イベントのご案内 
４. ㈱週刊上田より 

・役員交替のご挨拶 
恵送   
  ・東御 RC 様・・・・会報 

・第 2680 地区・・「会員増強物語」 
「会員維持増強物語」 

会員配布物 
  ・当クラブ会報 第 1094 号 
  ・東信第二グループ 会員名簿 
  ・８月六文銭ゴルフコンペ案内 

 

 

 

渡邉 章貴君 
            

 

 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日  24 6 0 75.00％ 

前々回 25 4 0 96.15％ 

北村ガバナー補佐様よりご喜投いただきました。 

吉田 穣君  オリンピック連日大興奮です。 

西澤尚夫君  期待通りのメダルラッシュですね。 

生川秀樹君  オリンピックチケットせっかく当選

いたのに運の無駄使いになってしま

いました。大人しくテレビで観戦し

ます。 

山崎芳雄君  北村 AG(アシスタントガバナー)本日は 

       よろしくお願いします。東京 2020 

       日本人選手の活躍に感動です！ 

飯島俊勝君  北村ガバナー補佐、一年ご苦労様 

       です。 
 

肥田野秀知君 北村 久文君 松澤 一志君 

宮原 宏一君 水野 泰雄君 斉藤惠理子君 

杉山  裕君 田中 栄一君 清水 一典君 

伊藤  豪君   

     

    RI2600 地区 
東信第二グループ 
ガバナー補佐表敬訪問                                     

                 北村 修一様 

新年度を迎え第二グループガバナ

ー補佐を務める北村修一様(上田クラブ)に表敬訪

問いただきました。 

桑澤一郎ガバナーの紹介、本年度東信第二グルー

プ合同活動等についてのお話をいただきました。 

 

職業紹介卓話  

  日本生命相互保険会社 

               

伊藤  豪君 
私共、生命保険会社にとって『11

月』は業界共通の強化月間です。なぜ、このように

なったかというと第 2 次世界大戦まで遡ります。 

 皆様ご承知の通り、敗戦国となった日本に対して

GHQ(連合国軍総司令部)が 11 月を『生命保険月』  

とし、保険を広く日本国民に広めてはどうかと提案

したことが始りです。 

 また、なぜ 11 月かというと、当時の日本では農

業に従事している方が多く、秋にお米を収穫した  

お金で保険料が支払えるよう、そうしたとされてい

ます。そして、戦争で配偶者をなくした方を多く採

用したことが、今日の保険外交員の制度に繋がって 

います。 

 話はかわりまして、本日は皆さまへ『認知症』に

ついてお話をしようと思います。現在、認知症患者

は約 500 万人もいます。これがそう遠くない 2035

年には 900 万に上るだろうと言われております。

2019 年の日本における小学生の数は 637 万人との

ことなので、近い将来小学生より認知症の方が身近

に多くなる事になります。そのためには、『軽度認

知障がい』といわれる予備群の段階で『早期発見・

治療』を行う事が非常に大切です。この段階で適切

な治療を行えば約 26%の人は健康に戻るそうです。 

 もし、少しでも心配があれば検診を受ける事をお

すすめ致します。 

 

 

 

 

 

 

 ※８月 10 日は休会です。 

会員卓話 
ニコニコ BOX 喜投額 7/27 21,000 円 

今年度累計 109,000 円 達成率 12.11% 

8 月 17 日 例 会 予 定 

プ ロ グ ラ ム 幹 事 報 告 


