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東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！
会長報告＜藤掛会長＞

ロータリーを学びあう会があり、宮崎さん

・宮崎守弘君、入会おめでとうございます。

も早速ご参加との事、この機会に大いに親

今ほどロータリーの目的をお読みいたしま

睦を深めましょう

した。また、ロータリーに関する冊子も数

宮崎守弘君の活躍を期待しております。

冊お渡しいたしました。108年前シカゴの

よろしくお願い致します。

ビルの中の小さな事務所で、たった４人で
始まったロータリーも今では世界120万人
ものメンバーがおります。それはただ単な
る親睦会ではなく背景には思想的、精神的
背景があるからですね。追々、勉強してい
かれたらと思います。本日、炉辺というク
ラブメンバーがグループに分かれお互いに

幹事報告＜伊石幹事＞
・本日例会終了後、クラブ事務所にて理事・役
員会を行います。理事・役員の方はご出席の
程お願い致します。
・来週13日の例会は、11日のＩＭに移動例会と
なります。尚、今年のＩＭはテーブルディスカ
ッションとなりますので、ご参加の方は全員欠

席無き様お願い致します。
・上野RCより中国高校生日本語作文コンクール
作品集が届いております。詳しくはクラブ事務
所にてご確認下さい。
・他クラブ例会変更のお知らせが届いておりま
す。詳しくはクラブ事務所にてご確認下さい。

委員会報告
＜親睦活動委員会 浜中委員長＞

と選任致しました役員の方々のお名前を記

・皆様に、クリスマス会のお知らせが届いた

載いたしました次年度理事候補者のリスト

かと思います。日程の予定はまだあります

を入れさせていただきました。12月４日に

が、早めの返事をよろしくお願い致します。

開催される次総会にて御審議いただきます

＜次年度会長＞

のでよろしくお願い致します。

・本日、皆様のポケットに次年度理事候補者
2013年〜2014年度

第５回理事・役員会報告

＜審議事項＞
１．10月度会計報告………………………承認
２．河村英朗君の入会審査開始について
…………………………入会審査開始承認
＜協議事項＞
１．内田力君、宮崎守弘君の所属委員会について
……………親睦委員会へ所属（２名共）
………………… 小池会員→SAAへ移動

＜報告事項＞
１．復興市について
２．IMについて
３．クリスマス家族会について
４．各委員会より…………………
職業奉仕委員会 中村委員長
職場見学会→2014年1月22日㈬13：30〜
５．その他

ニコニコボックス

＜植木、立野、矢野、中村＞

＜藤掛、伊石＞

・お誕生日のお祝いをして頂き、ありがとう

・安中繁様、本日の卓話よろしくお願い致し

ございます。
＜ゴルフ同好会一同＞

ます。
＜上原、永井、小池、海内、山尾、井田＞
・本日の卓話「そうだったのか
特定社会保険労務士

・10月31日茨城ゴルフクラブに於いて３クラ

公的年金」

ブ合同コンペが開催されました。太田さん

安中繁様、宜しくお

の奥様、斎藤さんの奥様、お嬢様の大活躍

あんなか

願い致します。
＜藤掛、伊石＞

でみごと団体準優勝いたしました。賞金を
ニコニコします。

・宮崎守弘さん、入会おめでとうございます。 ＜古谷＞
大いにロータリーライフを楽しみましょう。 ・孫の七五三で浅草ビューホテルに大変お世
よろしくお願い致します。
＜天笠、原田、後上、太田、永井、海内、関原、浜中、
中村、宮村、山尾、笹生、長沼、矢野、小林（雅）＞
・新入会員

宮崎守弘君、ようこそ東京浅草

中央ロータリークラブへ、歓迎いたします。

話になりました。特に27階水巻マネージャ
ーありがとうございました。
＜山尾、小林（博）＞
・矢野さん、40才のお誕生日おめでとうござ
います。いよいよおやじの仲間入りですね。

卓

話

「そうだったのか公的年金」

特定社会保険労務士

安

中

繁

様

公的年金にとっても興味があるという方、いらっしゃいますか？ほとんどの方は、年金は、払うのは無意
識…もらうのも無意識･･･。そんな気がします。公的年金に興味がないのはなぜでしょう。税金と同じように
給料から天引きされて消えていくものと半ばあきらめの境地でしょうか？
そんな、一般的には人気者でない公的年金のこと。今日はちょっぴり詳しくなって帰っていただきたいで
す。公的年金を知り尽くした専門家だから思う、公的年金の基本知識と知っておきたいポイントです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みなさん、公的年金ってどんな時にお金がもらえるか知っていますか？
年金は大きく分けて３種類あります（老齢・障害・遺族）。それぞれどんな年金なのか知っておきたいポ
イントをご紹介します。

１．老齢年金
【はじめに】
公的年金といえば、
「老後の蓄え」というイメージですよね。これが年金のもっともスタンダードな受け
取り方だからでしょう。
【キホン】
公的年金の加入期間が 25 年で受給権が発生。60～65 歳で貰い始めたら、一生モノ。
【お金のハナシ】
受け取る年金額は、人によって千差万別。
稼いだ給料の総額×０．６％ + １，６２０円×公的年金加入月数が目安。
配偶者がある場合は、プラス約４０万円、高校卒業前のお子さんがある場合は、プラス約２３万円
例）
平均給与

円 厚生年金加入期間

年 国民年金加入期間

年

たとえば、平均給与が 40 万円・厚生年金に 30 年・国民年金に 10 年加入した人の場合
１．４０万円×３０年×１２月×０．６％＝８６４，０００円
２．１，６２０円×４８０月＝７７８，５００円
３．奥様の分 ４０万円、お子様の分 ２３万円
合計 １+２+３＝ 約２２０万 円
【注目ポイント】
年金加入記録は、つい数年前まで開示されてきませんでした。
記録にはモレがある可能性も。よ～くチェックしましょう。

平成 27 年 10 月には、受給要件期間が 25 年から 10 年に短縮される予定です。あきらめていた方に受
給権が発生することになりますので、新聞報道等に着目しましょう。

【専門家からのメッセージ】
厚生年金基金などの企業年金にかつて加入していた方は、公的年金とは別に企業年金請求しなければな
りません。年金記録問題が明らかになった平成 19 年時点で、企業年金の請求モレは 124 万人・1,544
億円に上ることが明らかとされました。（企業年金連合会発表）

２．障害年金
【はじめに】
こんな方、みなさんの近くにいませんか？
「腎臓が悪くて人工透析してるんだ」
「糖尿病でねぇ」
「体の中に人工的なモノが入ってるよ（ペースメーカーや人工骨）」
障害年金は「後遺障害年金」ではありません。
後遺障害ももちろんですが、今ある病気にも支給されます。ガンや精神疾患も対象です。
【キホン】
最初に医者にかかった日に公的年金に加入していて、保険料もある程度納めていれば要件はクリアーで
す。障害の状態が認定されてからその状態が続く限り生涯受け取れる年金です。
【お金のハナシ】
受け取れる年金額は、最低でも約５９万円、３００万円くらい受けている人も沢山います。受け始めて
からは一生モノ。ただし、病気なら回復するまでの期間です。
【注目ポイント】
保険料をちゃんと納めていなかった人はどんなに重い障害状態になっても年金は受け取れません。涙。
「公的年金なんてあてにならないから保険料は納めなくてもいいや」という方は、重い病気になったと
きの保障も放棄していることを自覚しておきましょう。
【専門家からのメッセ―ジ】
障害年金の請求はとっても複雑です。診断書にも細かいルールがあるのにお医者さんは年金制度のレク
チャーを受けていません。障害年金の請求をするときには、専門家に相談するのが無難です。
（いったん
不支給決定となったものを覆すのは大変ですから。）

３．遺族年金
【はじめに】
国民年金と厚生年金で大きな差がつくのが遺族年金です。メニューも一番多く、どれが一番オトクかを
見定める必要があります。

【キホン】
国民年金…ナント！男性は遺族基礎年金を受け取ることはありません。遺族基礎年金は「母子年金」だ
からです。（平成 27 年 10 月に改正により父子へも支給されることになります。）
ただし、「死亡一時金」「寡婦年金」というメニューもあります、念のため。
厚生年金…こちらは男女問わず受け取れる可能性があります。ただし、遺された方が男性である場合、
奥様が亡くなったときに 55 歳以上でなければなりません。女性については年齢制限があり
ませんから、加藤茶さんのような世間をにぎわせる年の差婚のカップルは安心ですね。
【お金のハナシ】
遺族が妻と子１人の場合、遺族厚生年金として約 50 万～70 万円。プラス遺族基礎年金として約 100 万
円。子が多ければ加算があります。
高齢カップルの場合は、夫（または妻）の老齢年金の４分の３が支給されることになります。
【注目ポイント】
若くして亡くなった場合には、
「公的年金に 300 月加入していた」ものとみなして年金額を計算します。
まさに“保険”の制度といえますね。
【専門家からのメッセージ】
民間の生命保険に加入するときにも、
「イザというとき公的年金からはどんな保障が受けられるのか」を
知った上でプランニングするとよいですよ。

老齢も障害も遺族も、「請求しなければ受け取れない」このことを忘れないでくださいね。
本日は、公的年金のキホンを知っていただきました。
これ以外にも注目しておきたい公的年金応用編知識として次のようなテーマが挙げられます。
１．年金を受け取りはじめる年齢を早めたり、遅くしたりできるって言うけどどちらがお得！？
２．60 歳以降も現役で仕事をしていると年金がもらえないらしい。何か裏ワザはないの！？
３．離婚したら年金が分割されるようになったと聞いたけど・・・！？
４．海外赴任していた期間の年金の請求はどうすればいいの・・・！？
５．失われた年金記録を取り戻したい！そのテクニックとは！？
６．こどもの年金保険料、免除を受けたほうがいいの？払っておいたほうがいいの！？
いつかの機会に、あるいは個別に。どうぞお気軽にお問い合わせください。

読書感想 シ リ ー ズ ３
「燃える闘魂」

稲盛和夫

毎日新聞社

2013 年９月５日初版
原田

毅

稲盛氏の「燃える闘魂」を拝読し、久しぶりに真剣な経営姿勢に胸が揺れ動いた。氏は、終戦後
の荒廃した日本が奇跡的な復興を成し遂げる事が出来たのは、「不撓不屈の心」が有ったからであ
ると説く。それに比べて、何があろうとも、どんな障害が有ろうとも、それを乗り越えていくとい
う強い意志、勇気、気概が、日本企業のリーダーに欠けていた事が、「失われた 20 年」と言われる
現在の停滞感、閉塞感漂う日本の経済社会をもたらした真因ではないか？ と問いかける。そして、
今の日本に必要なのは、この「負けてたまるか」と言う強い思い、いわば「燃える闘魂」である。
戦後の経営者たちはみんな、「なにくそ、負けてたまるか」と闘魂を燃やし、互いに競い合い、切
磋琢磨しながら、日本経済を活性化してきた。
1932 年生まれの稲盛氏は、高齢にもかかわらず日本政府の要請を受け、2010 年２月から、負債総額
２兆３千億円で倒産した日本航空の会長に就任し、再建の任に当たってきた。就任要請を受け、相
談をしても、一人として賛成してくれる者がいない。しかし、氏は１．日本経済への影響。２．日
本航空に残された社員の雇用を守る。３．利用者である国民の利便性を確保する。と言う３点に再
建への大きな意義を見い出し、無報酬を条件に日本航空の再建を引き受けたのである。氏には、日
本航空の倒産と今の日本経済の状況が二重写しに見える。
就任当初、日本航空の社員には、会社が倒産したと言う危機意識が全くなく、まずはこの現実の
認識と「自力で這い上がらねば、今までみたいに誰も助けてくれない」という危機意識を共有させ
る事から全てが始まった。稲盛氏の日航幹部、日航社員に対する激烈な意識革命・精神革命の戦い
が始まる。会長就任の挨拶で稲盛氏は社員たちに向かって強く訴えた。それは、中村天風の言葉「新
しき計画の成就は只不撓不屈の一心にあり、さらばひたむきに、只想え、気高く、強く、一筋に」
と言うものであった。
そして氏は語る。ビジネスで成功するためには、まずは燃える闘魂が不可欠である。しかし燃える
闘魂だけでビジネスを展開すると制御が利かなくなる可能性がある。又、誤った動機のもと、「燃
える闘魂」をかきたて貧欲にビジネスを展開するなら、社会に害をなす事になる。その象徴的な例
が米国を中心とした、利己的な欲望にもとづく、現代の資本主義ではないだろうか。一方「燃える
闘魂」を持ってビジネスを積極的に推進するが、経営者は「世のため人のため」という正しい動機・
高邁な精神がベースにあることで、永続して事業を継承し、成功に導いていく事ができるのである。
業績
2011 年３月期
2012 年３月期
2013 年３月期

売上１兆 3,622 億円
売上１兆 2,084 億円
売上１兆 2,388 億円

営業利益 1,884 億円
営業利益 2,049 億円
営業利益 1,952 億円

2012 年９月東京証券取引所に再上場、企業再生支援機構からの出資金 3,500 億円に加え、約 3,000
億円をプラスし、国庫に返済。
中国講演での抜粋
「欲望に基づく経営は必ず破綻する。人を蹴落としたり、不正な方法を行ったりして手にした利益
には意味がない。利益を得るにも、人間として正しい道を貫かなければならない。その正しい道の
ベースとなるのは他者を思いやる『利他の心』、人間としての『仁』と『義』、即ち『徳』である。
従業員に対する愛、顧客に対する奉仕、そして、社会に対する貢献がなければ永続的に繁栄を続け
る経営は出来ない」
胸弾む詳細は、一読を請う。
＜今週担当

松本勝太郎＞

