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第 1128 回例会報告                             1 月  25 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  2月    1日（水） 次週予告  2 月   8日（水） 

◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian」 

             野木 久子 会員  

◎プログラム  卓 話 

                 蓮尾 春輝 会員 

◎ソング 「奉仕の理想」 

             池田 美江 会員 

◎プログラム  

クラブ協議会（IM準備）               

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

毎年 11月下旬から 12月下旬にかけて発売され

る「年末ジャンボ宝くじ」。2016 年の 1 等は 7 億

円で 25 本（第 704 回全国）。前後賞はそれぞれ 1

億 5000万円で 50本もあります。 

 10 億円当たれば年収 2,500 万円の生活が 40 年

続きます。家賃月額 650 万円のトランプタワーに

12年間住み続けることもできますし、豪華なクイ

ーン・エリザベス号での世界一周旅行も夫婦で 60

回以上（一人 780万円×2）できることになります。 

 これまでの価値観や金銭感覚が一変しそうです

が、もし宝くじに当たったらどうする？ どうな

る？ をまとめてみました。 

 

 1 万円以下なら全国の宝くじ売り場や受託銀行

であるみずほ銀行の窓口で換金できます。1 万円

超の場合は銀行等になりますが、「5 万円マーク」

が表示されている宝くじ売り場では 5 万円まで換

金可能です。 

 50万円の当せん金を換金する場合、運転免許証

や健康保険証など本人確認が必要となり、100 万

円超なら印鑑も要ります。当日換金できる金額は

100 万円まで、それ以上は後日現金受け渡し、も

しくは振込になります。 

 高額当せん者だけがもらえる冊子があるそうで

す！1,000 万円以上が当たった高額当せん者は、

当せん金以外にある冊子を渡されます。タイトル

は『【その日】から読む本 突然の幸福に戸惑わな

いために』。 

高額当せん者しかもらえないこともあり、その

希少性から幻の本とも呼ばれているらしく、ネッ

トオークションでは 3～4 万円で落札されている

ようです。 

「今すぐやっておきたいこと」「落ち着いてから

考えること」「当面の使いみちが決まったら考える

こと」の 3 部構成となっており、時系列的に具体

的なアドバイスが書かれているそうです。 

 この本は 01 年から全国の都道府県と指定都市

で配布開始されています。

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 
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「だれに話をするか」「だれに分与するか」「当

せんして何が変わるか」など、大金を手にした人

が知っておきたい、あるいは考えるべきさまざま

な事柄が、詳細かつ丁寧に解説されたハンドブッ

クです。 

全体の感想としては「慌てるな」「興奮するな」

「神経質になるな」といったトーンに終始してい

て、大金を手にすることになったけれども、とに

かく落ち着くようにと言いたいようです。  

宝くじは 1枚 300円。 

宝くじの当せん金に「所得税」「住民税」はかかり

ません。10億円だったら、全額が丸ごとそっくり

受け取れます。一般的な所得なら半分近くが税金

に消えるのになぜかと言いますと、課税する立場

からすると、宝くじ全体で払い戻し金は販売額の

半分以下ですから、売り上げに課税した方が税収

が高くなるからです。 

 いずれにせよ、高額当せん者は、今後の贈与や

相続なども含め、お金の流れをチェックされ続け

る可能性があることを念頭に置いておく必要があ

ります。とにかく買わなければ当たらないので、

個人の範囲で楽しんでください。 

 

本日の本は「「まじめ」をやめれば病気にならな

い」安保 徹著 PHP新書です。 

少し前にストレスで人間は病気になるという本を

紹介しましたが、この本は免疫学の専門家が医学

的な見地から書いています。 

「まじめ」をやめれば病気にならないとは、言

い換えれば「まじめをやめる＝免疫力を高める＝

病気にならない」ということのようです 。 

働きすぎない、夜ふかししない、悩みすぎない! 

免疫力を高めるにはこの 3 つのことを守るべし。

残業続きで働きすぎ、夜遅くまでパソコンのしす

ぎ、人間関係で悩みすぎ・・・。まじめな人ほど

病気になりやすいのです。飲み食いで解消するに

も限界があります。 

からだを守る白血球とからだ全体を束ねる自律

神経の関係を解明し、「病は気から」を医学的に証

明した世界的免疫学者が、いつまでもボケずに健

康でいられる秘訣を伝授してくれています。 

「無理せず働く」「笑みを絶やさない」「毎日歩

く」など、ちょっとした工夫で体調は見る見るう

ちに良くなるそうです。からだの声を聞けば、免

疫力は自然と高まるようですね。 

 

 

当クラブ主催で昨年 12月 3日に実施した「ベ

ガ・クラシックフェスタ」に市内の中学生 100名

を招待させて頂いたことで、中川智子宝塚市長よ

り感謝状を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石倉市会議長には宝塚市の現状をお話頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○那須 範満 君 

 中川市長、石倉議長をお迎えして。 

 

○田村 久子 君 

 中川市長、石倉議長 ようこそいらっしゃいま

した。先週はバングラディシュの寄付ありがとう

ございました。現地の様子を 30日午後 10時テレ

ビ大阪で放映されるそうですので、是非見てくだ

さいね。ニコニコ 

 

 

□ソング 

「我等日本のロータリアンの歌」  

田村 久子会員

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□お客様 

中川 智子 様  （宝塚市長） 

石倉 加代子 様 （宝塚市会議長） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 3 31 19 1 64.52 

前々回 

1/14 
34 3 31 16 7 74.19 

 

□幹事報告 

阪神第 3グループ IMのお知らせ 

日 時 2017年 2月 18日（土） 

    13：00～13：30 登録受付 

    13：30～14：30 本会議 

    14：30～16：00 基調講演 

    16：15～16：45 笑いヨガ 

    17：00～19：30 懇親会 

 

場 所 宝塚ホテル 宝寿の間（新館 6階） 

登録料 1人 10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************  

☆☆2月のお祝い☆☆  

会員誕生日   

27日 石原 正裕 会員  

奥様（ご主人様）誕生日  

6日 馬場 常平 様  

7日 阪上 和子 様  

13日 山本 弥寿子 様 

結婚記念日  

9日 谷口 敏彦・千鶴美 様  

19日 石原 正裕・祐子様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「「まじめ」をやめれば病気にならない 」  

PHP新書    安保 徹著  

 

 

 


