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■ 会 長 報 告           伊藤 彰彦君 

 皆さん、こんに

ちは。私の会長年

度もいよいよ今月

までとなりまし

た。皆さんには大

変ご協力を賜りま

したことお礼申し

上げます。 

 本日は本年度最後の理事会と、内山年度の第 1

回の理事会が開催されました。 

内容につきましては、後ほど幹事報告で説明し

てもらいます。 

 また、本来なら先週の内にお知らせすべきで

したが、遅くなり申し訳ありませんでしたが、

今月 6月から 9月末までをクールビズ期間とし

ますので、この期間は、ノーネクタイ・上着な

しでの参加もＯＫです。 

 

 さて、いよいよ本年 10 月より、住民票を持つ

すべての日本在住者に対してマイナンバーが送

られてきます。皆さんも、このマイナンバーに

つきましては業務で使用せざるを得なくなりま

すので、慎重な取り扱いと保存義務についてい

まから研究されることをお勧めいたします。 

 

 一方で、日本年金機構より年金番号をはじめ

とする個人情報が 125 万件以上サイバー攻撃と

いう不正アクセスにより流出した問題が起こり

ました。日本年金機構は以前の社会保険庁であ

り、この時不正をした職員等を排除して、新た

に公的年金を取りまとめる機関として立ち上げ

たものなのですが、お粗末な結果となりまし

た。 

 

例の消えた年金問題につきましても、以前私

が卓話でお話しさせていただきましたように、

国はすべての年金記録を確認し、権利のある人

に支給すると言いましたが、こんなことは不可

能ですし、多分半分ぐらいが把握されれば御の

字ではないか？と説明した通りの結果となりま

した。そして、終結宣言をした矢先の流出問題

です。しかも、年金番号等を含む記録の保存方

法として、外部に持ち出されても内容が判別で

きないようにデーターの暗号化を義務付けてい

たのに、暗号化されずに文字データーで保管さ

れていたものが数十万件あったということで

す。これは明らかに業務命令違反だと思います

が、そうしたことをした職員の処分については

報道等においても一切触れられておりません。 

 一体、公務員という人種は自分たちはどんな

ことをやっても許されると思っているのでしょ

うか？また、そんな人のために我々の税金が使

われていると思うと情けなくもなります。 

 この問題を話しているとだんだんヒートアッ

プしてしまいますのでこのあとの時間の都合も

ありますので、本日の会長挨拶はこのくらいとさ

せていただきます。 

■ 理 事 会 報 告         渡邊 芳隆君 

・6月プログラムについて 承認されました。 

・最終夜間例会は 6月 19 日（金）18：30 より小 

 杉苑の変更無しで承認されました。 

・新年度 7・8月プログラムは承認されました。 

・納涼夜間例会について審議されました。 

・新会員 藪崎茂さんについて入会が承認されま 

した。 
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■ 幹 事 報 告           渡邊 芳隆君 

・藤枝市国際友好協会事務局より 
平成 27 年藤枝市国際友好協会の総会資料が 
届きました。 

・藪﨑茂さんが新会員で入会して頂く事になり 
 ました。 
 

■ 出 席 報 告           富澤 賢一君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／45 82.22％ 39／45 86.66％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○稲葉君 ○多々良君 ○富澤静君 ○中村君 

池谷君 川口君 佐野裕君 鈴木寿君 

(２)メークアップ者  

桑原 茂君（藤枝） 

 

■ スマイル B O X         富澤 賢一君 

・来る 6/7（日）11：10～皇后杯予選と深津杯を 
 兼ねた準決勝 13：30～決勝が市民グラウンド 
 にて、私が後援会長をしているアスレジーナ

の試合がありますので、応援にきて頂ければ

幸いです。女子ワールドカップに高洲の北原

選手が選ばれています。妹の知加選手もチー

ムの一員にいます。      村松 章隆君 
・６月にはいり、妻と２人誕生日となりました。             

小池 吉久君 
・結婚記念日のお祝いありがとうございます。

２４年になります。      松浦 正秋君 
・妻の誕生日と結婚記念日のプレゼントありがと 
 うございます。両日とも緊張感を持ってのぞみ 
 ます。             杉浦 聡君 

スマイル累計額  ５４４，１５０円 

 

 

 

 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

中山 恵喜君 

 

 

 

 伴野会長年度に入会し、丸三年が経過しました。

中山です。本日は、身近な税金の使われ方につい

て、お話したいと思います。 
 まず一つ目に、児童手当制度についてです。現

在は、所得制限ありで３歳未満は一律月額１５，

０００円、３歳以上小学校終了前は月額１０，０

００円（中学生一律月額１０，０００円）となっ

ております。ご存知の方も多いかと思います。 
 そして次に、子育て世帯臨時特例給付金という

ものがあります。先の制度と合わせて厚生労働省

所管の制度ではありますが、この給付金は消費税

率引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯に臨時特

例的な給付措置を行うことを目的に対象児童一

人につき、３，０００円を一回に限り行うという

ものです。 
 教育・勤労・納税の義務を課されている中で、

頂戴できるものは権利として行使しようかと思

いますが、国の借金が１，０００兆円を超える中

で、そのつけを将来世代にやみくもに増やすよう

な、ばらまきの政策は再考願いたいと心から願う

ばかりです。 

 

 

 

“私のちょっとした 

マイ・ブーム“ 

 

  平原 望君 

 

 

【１】 私の趣味の一つ 
私の最近のちょっとしたマイ・ブームと言い

ますか、マイ・ルールに関してお話しをさせ

て頂きます。 
僭越ながら、自らの人生、家族、仕事等、重

要な内容に関しては、自分の信念・信条に基

づいた自己判断、１００％自己責任にて意思

決定をしますし、今後もそうしたいです。 
ただ最近、私の趣味・娯楽レベルにおいて、
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遊びに行くキッカケ、言い訳にしているのが

本日ご紹介するマイ・ルールです。 
私の趣味の一つはスポーツ観戦です。静岡で

スポーツといえば、実力・人気を 
考えても何と言ってもサッカーです。本当に

凄いと思います。 
しかし、私はと言いますと、サッカー・野球

に比べるとまだまだマイナーな“ラグビー”

です。私は、高校時代は東京の超弱小校でラ

グビーをやっておりました。 
全国大会である大阪の花園ラグビー場は全く

手が届きませんでした。 
そして大学時代は、体育会ラグビー部に入っ

ても４・５軍位にしか入れませんので 
体育会には入らず、ラグビー同好会で細々と

プレーしておりました。 
今となりましては、プレーをする体力は微塵

も持ち合わせておりませんので、専ら 
観戦になりました。 
しかし実は最近、静岡はラグビーが来てま

す！！！社会人のトップリーグで遂に 
初めて、私の大学時代の１歳先輩で尊敬する

清宮克幸監督が率い、さらに最も好きな選手

である五郎丸選手の属するヤマハジュビロ磐

田が優勝しました。更に、２０１９年に日本

で開催されるラグビーワールドカップの開催

会場にエコパスタジアムが選ばれました。堪

らなく嬉しいです！！！ 
そんな、静岡でもアゲアゲなラグビーですが、

以前は本当にラグビーの季節である冬場しか

観戦できませんでしたが、現在は大学のリー

グ戦も春と冬の２回開かれるようになったり、

日本代表の国際試合等も、昔では考えられな

い夏にやったりと、学生から日本代表まで観

戦すれば、一年中・全国でラグビー観戦がで

きるようになりました。本当に喜ばしいです。 

【２】 私のマイ・ルール 
以前私は、観戦したいラグビーの試合が有れ

ば、前日にでも思い立ってスケジュールが許

せば、たとえ福岡だろうと新潟だろうと仙台

だろうと行ってしまいます。 
新幹線や飛行機に飛び乗り、試合を観戦し、

食事をして静岡に舞い戻るといった塩梅で、

日帰り強行日程も多いです。 
この様に、以前は全く気の向くままに観戦や

旅行に動いていましたが、最近はイベントあ

りきで動くのではなく、あるルールに則って

動く様になりました。 
極々親しい友人がそのルールを専門的に勉強

しており、どうせ動くのなら、その動きによ

って少しでも仕事や人との繋がり、健康等に

良い影響が出る（出る気分になる）様に動き

たいと、情報提供を受けております。 
そのルールというのが、今回のマイルールで

ある≪気 学≫です。 

≪気 学≫とは？ 

大前提として 
重要事項の決定は全て自己判断にて行う。 
前提として 
① 私は新興宗教は一切信仰しない。 
② 私は占いには興味がない。 
③ 私は何気に巷で流行っている“スピリチュ

アル”という様なものを全く好まない。 

 
  友人からの聞きかじりで甚だ恐縮ですが、気

学に関して少々ご説明致します。 
気学は占いではなく、空気（大気）の学問“自

然科学”であり“統計学”であるようです。

私は個人的に、統計学は非常に重用しており

ます。 
  空気（大気）は、窒素・酸素が大半でその他、 
  二酸化炭素・水素・塩素・アルゴン・クセノ 

ン・ネオン・ヘリウム等で構成されます。そ 
してその構成は、窒素・酸素以外の部分はそ 
の時の環境等で刻一刻と変化します。 

  そうしますと、人はそれぞれ生まれた日によ

って周囲の空気構成が違っていることにな

ります。その生まれたタイミングに於ける空

気構成が、自分にマッチした心地良い構成と

なります。同時に逆に、不愉快な構成も出現

します。 
  つまり、自分にとって心地良い空気構成の所

にいると気分良く、モチベーションも上がり、

物事が上手く運ぶ要因になると考え、逆も然

りという事になります。 
地球上の空気構成は、環境・気候要因等で刻

一刻と変わりますので、自分が今の場所を起

点として、どのタイミングで何処へ行けば物

事が好転するのか、逆にいつ何処へ行けば悪

転するのかが、膨大な過去のデータより傾向

として算出できる、これが気学の基本的な考

え方の様です。 
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良い場所に良いタイミングで出かけて行っ

て物事を好転させる、この事を“祐気取り”

と言いますね。 
その方向付けされる項目として、人間関係、

仕事（商売）、健康、恋愛等がある様です。 
本当に、薄っぺらい説明で申し訳ございませ

ん。専門家にお叱りを受けそうですが、ご容

赦ください。 
ただ、この気学の本流会派は、特に“大勲位”

と呼ばれる総理や“ロッキード事件”総理、

“沖縄返還”総理等、比較的長期政権を維持

された歴代総理大臣や芥川賞作家の元東京

都知事といった超大物政治家、著名財界人の

方々も師事されている事が明らかになって

いる学問とのことで、私ごときの娯楽の基準

にしてしまうことは、甚だ畏れ多い気が致し

ます。 

 
【３】 私のマイ・ルール≪気学≫活用 

例えば私が、 
「今年の９月頃、仕事で重要な勝負をかけるの

で、今月は何処に行けば良いでしょうか？」 
と、友人に尋ねると、友人が回答してくれます。 
「西方面！」 
そして私は、 
「福岡のﾚﾍﾞﾙ５スタジアムで日本代表と韓国

代表の試合がある！行くぞ！！」 
といった感じです。 
ここ数年、こんな事をやっていて、そう言え

ば自分の事、家族 特に息子の進学の事、仕

事の事等、良い感じで動いたと思える事が何

度か有りました。自分で思える事が大切だと

思います。 
私 親睦委員として、今年、来年のシンガポ

ール方面は非常に良いとの事です。 
距離が長い、遠いというのは余計に効果も大

きい様です。 

 
【４】 ご本人のご了解を頂きました。次期 

親睦小委員長の鈴木 健夫さんはいかがで 
しょうか？ 
≪仕事・人間関係≫ ⇒ 7・11月に南西方面 

Ex：シンガポール 
≪  お 金 儲 け  ≫ ⇒ 9・11・1 月に南方面       

Ex：オーストラリア・パラオ 
≪  女    難   ≫ ⇒ ７月に東方面       

Ex：静岡繁華街 

 

５月のお祝い 
おめでとうございます！ 
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例会日 クラブ行事 摘要 

6/12（金） 

第 1138 回 
会員卓話㉖㉗ 

 

6/19（金） 

第 1139 回 
最終夜間例会 

 

6/26（金） 

第 1140 回 
早朝例会 

 

7/3（金） 

第 1141 回 
会長・幹事挨拶 理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／漆畑君) 


