
□点 鐘

□ロータリーソング：奉仕の理想

□４つのテスト：堀越賢二会員

□会員数：２０名（免除者：２名）

□出席者：１９名 □欠席者： １名

□メイク： ０名 □出席率：９５％

スマイルボックス

□会員誕生日 …田中

□配偶者誕生日…田中、福本

□事業所創立 …田中、福本、川崎

□年祝い …大森、吉本

□年賀状 …金澤、大森、本庄、中川、久藤、

吉本、堀越、福本、田中、川崎、

山根、野田、板場、吉岡

□特別スマイル

・令和になって最初の新年互礼会を体調不良の為お

休みしました。今年は健康で元気に過ごしていけ

たらと思っています。宜しくお願いします。

（三好静子）

幹 事 報 告 幹事 山根 積

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

昨年、高齢夫婦無職世帯では、

毎月５万円の生活費が不足し、

３０年間で2,000万円の預金

の取り崩しが必要と述べた総

務省の家計調査報告が炎上し

ました。

毎月計画的に定額の貯金をしていても、それがいく

らに貯まったかを案外人は気にかけないものです。

その一方で、給料や年金のように定期的に入ってく

る収入や医療費、税金の増減には人は敏感に反応し

ます。そして多くの人が反応したのは、2,000万円

よりも毎月の生活費が不足するという点でした。

将来の生活については、漫然としたお金の不安を持

つことは致し方ありません。しかし、不安の前に現

時点での資産を把握することの方が重要です。

今、４０歳の人で資産が500万円だとして、これか

ら２０年間で1,500万円を貯蓄しなければなりませ

ん。つまり、６０万円、月額５万円を蓄える必要が

生じます。もちろん、この計算の前提は収入が全く

増えない、消費パターンが変化しないということで

すが、収入と消費は努力によって乗り越えられる可

能性はあります。しかし、どうしても６５歳で2,00

0万円を貯める為に今成すべきは、現状を把握する

ことです。その上で、どのようにして毎月の貯蓄の

為の資金を捻出するかを具体的に考えることが必要

です。お金はただ漫然と貯めているだけでは目標金

額に到達できません。先の2,000万円はさて置き、

目標があるから生活や稼ぎ方に工夫が生まれ、やり

がいも出てくるものです。今後の高齢化社会の行く

末に不安を持つのは当然の事でありますが、将来ど
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れほどストックを持ち、その為にどう働き消費して

いくかを一度考えてみてはどうでしょうか。

記念日代表者謝辞

１月 福本博之会員

誕生月該当者会員卓話

会員 田中 幸俊

１月誕生日を迎えて６１歳

になります。２月の株主総

会に於いて、任期満了、退

任ということになります。

学校卒業して会社へ入りほ

ぼ３９年間勤務いたしまし

た。昭和５６年入社ですがその頃を思い出してお話

しさせて頂きます。

先ず、最初に配属になったのが明神にある竹原の工

場で８年半勤務しました。当時、竹原の工場は年中

缶詰を作っていました。１２月～２月頃はみかん、

それが終わるとカキで水煮やスモークしたものを作っ

ていました。それから、びわ、桃、いちじく、マス

カット、栗…と季節ごとに缶詰を製造していました。

当時は、マスカットは一粒ずつピンセットで皮をむ

き、種を取っていましたので今思うと大変な作業で

した。一年サイクルでしていましたが、私が入社し

て数年たち平成６年にみかん缶詰製造を終了して、

缶詰事業から撤退しました。現在、竹原工場のメイ

ンは介護食等となっています。

事業所としましては、山形工場は当時の目的は、桃

の缶詰製造のため設立しましたが、缶詰事業から加

工食品（パスタソース、パウチ）に移行して、その

事業も昨年移管して、現在は果実加工品（フルーツ

プレパーション）がメインになっています。

忠海はジャムの工場なのですが、設立当初からジャ

ムがメインですが、私が入社した頃は、糖分が６５

度という高糖度が主流でしたが、それから甘さ離れ

となり、５５ジャムの低糖度となり、今のメインは

丸ごと果実という砂糖を使わないものになっていま

す。昔に比べると糖度が半分くらいのものになって

います。

事業所は、忠海本社、ジャム工場、竹原工場、山形

工場、東京事務所があります。平成２３年に中国に

２社設立、平成２５年にチリ１社、中国１社設立し

ました。平成２６年１２月より家庭用ジャムなどを

自社で販売して全国に営業所があります。私は東京

に４年弱、山形に１年赴任しました。

トピックスとして、私が入社した時は青旗缶詰株式

会社でしたが、平成元年４０周年を機にアヲハタ株

式会社へ変わりました。

平成１０年広島証券取引所に上場して、二年後に広

証が閉鎖されましたので、平成１２年東京証券取引

所市場第二部に上場しました。

私が入社した当時の昭和５６年はの売り上げは１０

５億ぐらいで、直近では２０２億と倍くらいにはなっ

ています。

どうもありがとうございました。
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今後の例会・行事予定
２月 ２日（日）竹原ロードレース大会

２月 ５日（水）４クラブ合同例会 瀬戸田

２月 ６日（木）休会

２月１３日（木）例会取消
２月２０日（木）通常例会・理事会

２月２７日（木）通常例会



理事会報告（１月）

□日 時 令和２年１月２３日（木）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 １０名

□議 題

①退会届の件 承認

大成義彦会員 2019年12月末

田中幸俊会員 2020年２月末

②退会に伴う委員会構成の件 承認

広報（12月末退会大成会員） → 久藤会員

青少年奉仕（12月末夜船会員）→ 吉本会員

会計（２月末退会田中会員） → 吉岡会員

③創立５５周年について 承認

④4クラブ合同例会交通手段の件 承認

貸切バス 城南観光

⑤ＩＭ講演会ポスター協賛の名入れの件 承認

⑥ＩＭ出席者交通の件 各自 承認

⑦竹原ロードレース大会おもてなしの件 承認

日時 令和２年２月２日（日）

集合 ８時３０分

内容 マーマレードティ

⑧中間決算報告の件 承認

⑨パソコン購入の件 承認

Windows７サポート終了に伴い

⑩挨拶運動の件 承認

実施しない

⑪RYLAの件 承認

参加しない 登録料のみ１名分支払う

⑪ローターアクト賛助金の件 承認

500円×20名 10,000円 青少年奉仕委員会より

⑫ガバナー補佐選出について協議

次年度理事会報告

□日時 令和２年１月２３日（木）

□議題

①次年度理事担当委員会委員長の件 承認

クラブ管理運営委員会 板場英行会員

会員組織委員会 野田眞治会員

クラブ広報委員会 三好静子会員

奉仕プロジェクト委員会 鴨宮弘宜会員

ロータリー財団委員会 堀越賢二会員

②親睦委員長 板場英行会員 承認
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