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今後の例会（卓話）予定

９/ 23	 祭日振替（敬老の日）　	
９/ 30	 「職業奉仕・ロータリーの目的と規約」　	 長沼一雄・海内栄一会員
10/ ７	 「現代社会とリスク−ＲＭ規格について−」　	明治大学名誉教授　森宮　康様
	 	 	 紹介者　植木　榮会員

会長挨拶＜岩田会長＞
・先日のクラブフォーラムで、地区大会のホ
ストクラブを務めることについて、あらた
めて会員の意見を聞いた方がいいのではな
いか、とのご意見が出ました。もちろん、
大切な観点であり、会員の意思を離れたク
ラブ運営はないと思っております。ただ、
改めて吉沼幹事、藤掛実行委員長とよく話
し合い、まがりなりにも一旦、地区大会の
ホストクラブを｢受けます｣と受諾してクラ
ブとして走り出した以上は、地区大会が中
止にならない限り、やる前提でホストクラ
ブとして準備に最善を尽くすというのがロ
ータリアンとして本来の姿ではないかとい
う結論に至りました。翻って思い返すと、
私が会長として本年のクラブテーマをどう
しようかと悩んでいた４月当時は、すで

　2020ー2021年度テーマ

R . I . テ ー マ	 「ロータリーは機会の扉を開く」
	 	 R . I . 会 長	 ホルガー・クナーク
	 	 地区ガバナー	 野生司 義 光
クラブテーマ	 「一期一会、〜いまこの瞬間を大切にし、最善を尽くそう〜」	
	 	 クラブ会長	 岩 田 幸 一

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 51 名	 	 	 46 名	 100％

前回（9/9　1632 回例会）の記録

◆ゲスト 1名 東京浅草中央ロータアクトクラブ　島崎　駿	様

◆ビジター 1名 東京浅草ロータリークラブ　森　健輔	様

にコロナが猛威を振るっており、例会運営
や地区大会はどうなるのか全く先が見えな
い混沌とした状況になっておりました。そ
のような不透明で不安定な状況だったから
こそ、私は敢えて、クラブテーマを、『一
期一会、～いまこの瞬間を大切にし、最善
を尽くそう～』と決めました。見えない先
のことをあれこれ悩むのではなく、その時
点で出来ることに最善を尽くす、ベストを
尽くすという思いからです。当然、地区大
会のことも念頭において、そのように決め
ました。もちろん、会員お一人お一人の安
心、安全を確保することが最重要事項です
から、この点については、今後も藤掛実行
委員長と妥協なく真剣に取り組んで行く
決意でおります。ですので、どうか、地区



ニコニコボックス
＜岩田会長、吉沼幹事＞
・関根さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
＜関根＞
・本日卓話をさせて頂きます。話を聞いたから
当たるというものではありませんが、一生懸
命頑張りますので、よろしくお願い致します。

＜伊藤、常見、佐藤、江連、上原、鵜原、小林、
松丸、後上、宮村、長沼、古谷、丸岡、伊石、
浜中、澤野、斎藤、立野、五十嵐、海内、
上野、原田、植木、長島、岩戸、髙橋、髙木、
中橋、中村、松本、土師＞
・関根会員、本日の卓話よろしくお願い致し
ます。

＜本間、斎藤、太田、長島、藤掛、加藤＞
・台風10号の九州広域災害、早い復興をお祈
り申し上げます。

＜宮崎、片岡、太田、長島、髙橋＞
・東北復興支援継続を！
＜園部＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

＜宮村＞
・白内障手術のため３週間休会致しました。
まだよく見えません。

＜大塚＞
・中村さん、先日は大変お世話になりまして
ありがとうございました。

委員会報告
＜親睦・出席委員会　片岡委員長＞
・新感染症の動向が不透明の中、クリスマス
家族会の通常開催は困難と判断に至り、本

年は中止と致します。尚地区大会終了後、
可能な際は別の形で家族会を開くよう継続
して検討することとします。

幹事報告＜吉沼幹事＞
①	７月・８月・９月の理事役員会議事録を皆様
にメール送付いたします。今後は、毎月議事
録が確定次第、皆様にご報告いたします。
②	この度クラブのロータリー旗を新調することと
なりました。デザインは第 2580 地区推奨の
ものとなりますので、ご承知おき下さい。

③	12月23日に予定しておりましたクリスマス
家族会ですが、中止とさせて頂きました。
そのため、12月23日は通常例会へ変更い
たします。

④	各ロータリークラブより例会変更の案内が
来ております。クラブ事務所にてご確認く
ださい。

大会につきましては、「一期一会」の機会
と捉えて、やる前提で動いている限りは、
当クラブは、ホストクラブとして準備に最
善を尽くすということで会員皆さんのご協

力をいただきたいと思います。これをもっ
て、クラブフォーラムでのご意見に対する
回答とさせていただきます。

　今年度、東京浅草中央
ローターアクトクラブの会
長を努めております、島
﨑駿と申します。ローター
アクトクラブをご存知の

ない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に
ですが紹介いたします。

　18 歳以上の人びとが集まって、地域社会のリー
ダーと意見交換したり、リーダーシップと専門的
なスキルを育みながら、奉仕活動を行う団体です。
　ご記憶にあるとは思いますが、小笠原会員・三
浦会員が所属していたクラブとなります。東京浅
草中央 RCの周年事業として創立され、今年で	6
年目を迎えることができました。この場をお借り

　　　　　ご　挨　拶　　　東京浅草中央ローターアクトクラブ会長　島﨑　駿



宝くじの歴史と社会貢献

卓　　話

　
関　根　秀　明	君

　日本独自の「宝くじ」という呼び名は、終戦直後に「当行 (みずほ銀行 )の行員」が付
けた呼び名です。当時 1枚 10円の宝くじは、織物や缶詰等が賞品になっており、戦後の
物資不足の状況下、ノドから手が出るくらい欲しい「宝物」のような品々が当たる「くじ」
ということで、「宝くじ」と名付けられたそうです。
　宝くじが登場した 1945 年の総販売額は 3億円でしたが、2001 年には 1兆円の大台を越
えるなど、宝くじは戦後日本の発展とともに大きく成長してきました。2018年の販売額は
前年比約 180億円増加し、8,046 億円です。これは、日本人一人当たり年間約 26枚購入し
た計算になります。1999年 5月のジャンボ宝くじから、1等賞金が初めて 1億円を超えま
したが、それ以降 18年間でジャンボ宝くじの 1億円以上の当選金は累計 8,000 本を超えて
おり、計算では、1億円以上の当選者が 30時間に 1人、これが、100万円以上となると、
34分に 1人誕生している事になるそうです。
　次に、宝くじの売上はどのように使われているのか？ですが、2018年度の場合、売上の
46.5％が当選金として当選者に支払われました。そして、宣伝費や印刷費等の経費を除いた、
38.2％が収益金として発売元(地方自治体)に納められています。額で言うと3,071億円です。
この収益金は、地方自治体によって、「教育施設や道路、公営住宅等の整備事業」、「文化・
芸術の振興」、「高齢化・少子化施策」、「スポーツ事業の運営費」等、幅広く公共事業に使
われていますので、例え外れたとしても、身近な街づくりに役立っていると考えてみてく
ださい。因みに東京都について調べてみましたが、昨年は、「公園・街路の整備」「都立学

致しまして，お礼申し上げます。ありがとうござい
ました。
　活動報告にはなりますが、先週の日曜に雷門
区民館で例会を開催いたしました。例会では、
今後の東京浅草中央 RACの魅力ある企画づくり
の一環として、コピーライティングと発想法への理
解を深めました。当日は、斎藤様・立野様・本間
様にお越しいただき、活動方針に対してアドバイ
スを頂戴いたしました。
　かつては、発足当初	15 名前後の会員が所属し

ておりましたが、今では	6 名となっており、例会
運営の難しい状況となって参りました。今年度は、
4月に周年式典の開催を視野に入れていることも
あり、クラブターゲット「Action!」を掲げ、社会
奉仕と会員増強に力を入れて参ります。
　今年度中には、5 名の会員増強を目指しており
ますので、周りでご興味がありそうな方がいらっ
しゃいましたら、島﨑までご紹介いただけますと
幸いです。



＜今週担当　関根英明＞

校校舎改築」「待機児童解消」「子育て推進」等に使われていました。また、以前発売され
た「東日本大震災復興宝くじ」では約 192億円が被災団体に配分されており、他には、例
えば全体の1.3％の「社会貢献広報費」の中からは、昨年度は献血車が7台、健康診断車 8台、
防犯パトロール車 26台、消防団車両 10台、車椅子 229台の購入等に 103億円が使われて
います。宝くじの購入は、実は「身近な社会貢献」だと考えて頂ければ嬉しいです。
　ところで、皆さんは、宝くじの当選金には、時効があることをご存知でしょうか？せっ
かく当選した宝くじも、支払開始日から 1	年を経過すると、時効となり、当選金を受け取
ることが出来なくなります。2017 年度の宝くじの売上が、7,866 億円であったのに対し、
翌 2018年度に時効を迎えた当選金は、なんと！127億円もありました。この中には 4億円
以上の高額当選が 1本、1億円以上の高額当選が 7本あります。金額に関わらず、当選確
認と換金はこまめに行うようにして下さい。また、9月 2日は「くじの日」と言いまして、
外れくじでも再抽選で景品が当たるチャンスがありますので、是非確認してみて下さい。
　本日は私の拙い話で大変失礼しましたが、東京の京橋には、「宝くじドリーム館」といっ
た展示ブースがございます。こちらは、昭和 56年 12月からスタートしたのですが、この
種の宝くじの常設PRセンターは、世界でも初めてのものだったそうです。宝くじの歴史
や仕組みなどの解説のほか、現金1億円の重さを体験できるコーナー等があります。日曜、
祝日以外はオープンしており、入場料は無料ですので、もしよろしければこちらもご利用
下さい。
　是非皆様の中から高額当選される方が出て、この浅草中央ロータリークラブに新たな「伝
説」が生まれる事をお祈りしております。ご清聴ありがとうございました。


