
 

 

R.I会長 ロンＤ.バートン 

国際ロータリー第2840地区 2013-2014年度 国際ロータリーのテーマ 

Engage Rotary, Change Live 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１４年 

会長 牛膓 章 幹事 澤田 匡宏 
  クラブ会報・広報委員会     高橋 弘史・吉田 栄佐・石島 久司・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８９９回例会 
(４月２８日(月)第４例会) 

６月２日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 結婚・誕生祝 

５． 乾 杯 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話 

     「年金の現状と今後」 

       平岩千鶴子社会保険労務士事務所 

           代表 平岩 千鶴子 様 

１０. 点 鐘

  

〈卓話者〉 平岩千鶴子社会保険労務士事務所 代表 平岩 千鶴子 様 
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誕生祝 

 

 

 

 

会長の時間 

4 月 23 日桐生 RC 恒例の春の家族会旅行が世界文化

遺産となった富士山見学を兼ねて箱根方面に行って参

りました。当日はゆっくりと桐生倶楽部を 8 時集合出発

で、一路富士山 5 合目までの予定でしたが富士スバル

ラインが工事中の為、急遽本栖湖に移動しました。そこ

からは裾野まで雲ひとつ無い素晴らしい富士山を眺望

できました。その後浅間神社をお参りした後箱根に到着

しロープウエイで大涌谷まで行きそこでは一個食べると

7 年延命するという名物の黒卵（中身は白）食したあと、

成川美術館での美術鑑賞（此処からの芦ノ湖は絶景で

した）に浸った後、日本三大ホテルの一つ箱根富士屋

ホテルでのディナーを楽しみ和やかな時間を過ごしまし

た。桐生には予定通り11時頃無事到着しました。参加く

ださいました家族会の皆さん、並びに親睦活動委員会

の皆さんに心より感謝いたします。お疲れ様でした。 

《報 告》 

・4/21 次年度理事役員予定者会議 

・4/22 ゴルフ部会 たつ吉 別館 とらや 

・4/23 家族会旅行 26 名参加 箱根方面 

・4/26 桐生 5ＲＣ合同群馬大学理工学部留学生 

     交流会 

・4/27 新規米山記念奨学生・カウンセラー 

オリエンテーション 森ｶｳﾝｾﾗｰ出席 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・4/29 渋川みどりＲＣ創立 20 周年記念式典 

    北川パスト会長・大友パスト幹事 出席 

・5/5 こどもの日(祝・月)例会休会 

・5/11 第 2900 回例会 桐生伝建群周辺清掃 

    午前 7 時～8 時、午前 6 時 50 分天満宮集合 

・5/12 5/11 桐生伝建群周辺清掃に振替の為、休会 

・5/17 藤岡ＲＣ創立 50 周年記念式典 

     養田パスト会長・前原勝パスト幹事出席  

     桐生ＲＡＣ創立４５周年記念式典 

     式 典：午後 4 時～桐生倶楽部  

     祝賀会：午後 6 時～美喜仁 

・5/19 5/17 桐生ＲＡＣ創立４５周年記念式典に 

    振替の為、休会 

・5/26 早朝例会 点鐘：午前 7 時 場所：鳳仙寺 

藤井 征夫君 48 年 
疋田 博之君 46 年 
坪井 良廣君 38 年 
山崎 達也君 37 年 
藤江  篤君 34 年 
吉田 栄佐君 32 年 
月門 快憲君 32 年 
森  末廣君 25 年 
蛭間  茂君 24 年 立澤 俊明君 22 年 
前原  勝君 22 年 木村 洋一君 17 年 
増山 大祐君 13 年 後藤 圭一君 11 年 

ようこそビジター 

吉田 栄佐 君 59 歳 
蛭間   茂 君 54 歳 



 
幹事報告 

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

 ５月は、１＄＝１０２円です。 

・前橋・伊勢崎各ＲＣより創立 60 周年記念式典に際する 

 お礼状が届いております。 

・竹内ガバナーエレクト事務所より、先日の地区研修・協 

 議会に際するお礼状が届いております。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお 

 ります。 

・石原条みどり市長より、再選の挨拶状が届いておりま 

 す。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週 

 報到着。 

・次週５月５日(月)は、祝日の為休会です。 

 ５月１２日(月)は、５月１１日(日)桐生伝建郡周辺清掃 

 に変更。５月１９日(月)は、５月１７日(土)桐生ＲＡＣ創 

 立４５周年記念式典に変更。５月２６日(月)は、早朝例 

 会となりますので、鳳仙寺にて午前７時点鐘です。次 

 回桐生倶楽部での例会は、６月２日(月)です。  

 お間違えのないようお気をつけ下さい。 

・例会終了後、定例理事会がありますので理事役員の 

 方は、出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 4 月 28 日) 

総員 62 名：出席 34 名 

平成 26 年 4 月 14 日例会修正出席率：84.21％ 

 

ニコニコボックス 

坂入勝君、柳明彦君、飯塚荘一君…平岩千鶴子先生

をお迎えして／牛膓章君…春の家族会旅行楽しかった

です。親睦活動委員会の皆様お疲れ様でした／牛膓

章君…群大留学生交流会に出席出来ませんでしたの

で／森末廣君…家族会旅行ご協力ありがとうございまし

た／疋田博之君、吉田栄佐君、前原勝君、森末廣君、

水越稔幸君、月門快憲君…結婚祝／吉田栄佐君…誕

生祝／山田実君、新井智二君…写真戴きました。 

 

卓 話 

 
 

 

 

 

 

 

1 大前提  

年金は、65 歳になってから 

・特別至急の老齢厚生年金 

2 年金のパーツ 

①出来高払い 

 老齢厚生年金(厚生年金加入者のみ) 

・報酬比例部分 

・給料によりいくらかけたかで計算 

②時間計算 

 老齢基礎年金 

・何月かけたかで計算 

・加入者全員同額 

 今年の年金額(７７２，８００円) 

3 組立 

 

Ｘ歳                 65 歳 

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金 
 

 老齢基礎年金 
 

 

4 特別支給の老齢厚生年金 

 だんだん貰えなくなっている 

 在職老齢年金を組み込んだ 60 歳以降の給料プラ 

 ンが出来なくなっている 

 

5 経営者の年金 

社会奉仕 

 在職老齢年金による年金停止 

 65 歳まで 老齢厚生年金+報酬＜28 万円 

 65 歳から 老齢厚生年金+報酬＜46 万円 

 老齢基礎年金は、全額受けられる 

 70 歳以降も在籍していると調整が続く 

 

6 従業員の年金 

無年金の期間をどうするのか 

Ａ 年金がでるまでは今までどおり 

Ｂ 在職停止に合わせる(今は無年金の期間がある) 

Ｃ 本人の能力に合わせる 

 

 

 

桐生 5ＲＣ合同 

群馬大学理工学部留学生との交流会 

平成 26 年 4 月 26 日（土） 

群馬大学にて 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                  

          

 

 

 

               

「年金の現状と今後」 

 

 平岩千鶴子 

  社会保険労務士事務所   

    代表 平岩 千鶴子 様 

【次回例会予告】 

6 月 9 日(月)  

     卓話： 今年度地区会員 

     食事： 萬来軒 

            


