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会長 染谷 義一 

皆さんこんにち
は。会員の皆様、オ
ンラインでのご参
加大変ありがとう
ございます。 
先週、会員の皆

様へご案内をさせ
ていただきました
が、この度の政府
の緊急事態宣言の
延長に伴い当クラ
ブも３月７日まで
「Web のみの例会」
を延長致します。
出来れば、３月８
日の例会からは対
面例会に戻してい

きたいと思っておりますが、周りの環境を注視
して、慎重に判断をしてまいりたいと思ってお
ります。 
先日、明るい話題が飛び込んでまいりました。

2017-2018 年度の米山記念奨学生でありました
シャキャさんが今月 14 日にご結婚されると、
髙橋秀樹パスト会長からご連絡を頂きました。
当クラブからはお祝いのお花を贈っていただ
くよう、地区米山記念奨学委員長の藤嶋会員に
お願いを致しました。都合が合えば今月 15 日
の例会にご夫妻で Zoom でご参加いただければ
と思っております。この環境下ですが、ご夫婦
力を合わせて明るい家庭を築いて行ってくだ
さい。どうぞ末永くお幸せに。 
本日の例会は前回に引き続き「会員近況報告

例会」です。画面での交流とは言え、会員同士
がリアルタイムで会話ができることは臨場感
があってとても良いものでした。前回に引き続

きどうぞお楽しみください。 
そして本日は「ロータリーの友の解説」です。

胡会員によるご説明となります。どうぞ宜しく
お願い致します。 
大変厳しい環境下でありますが、皆で乗り越え
てまいりましょう。以上、会長挨拶とさせてい
ただきます。 
本日の例会も宜しくお願い致します。 
 
 
 

 
幹事 荒井 理人 

皆さまこんにちは。 
今日は、国際ロータリーよ
り緊急事態宣言に伴う活
動についてのお願いが来
ておりますので、ご連絡い
たします。「地区およびロ
ータリークラブとロータ
ーアクトクラブが、会合や
イベントをオンラインで
行うか、中止または延期と
することを推奨しています」 
そして、ロータリー活動の中でリアルでの接触
は控える等のお願いが来ております。 
また、第４グループの例会も、休会やオンライ
ン、例会中止のクラブもあります。メークアッ
プの際には、先方に確認してください。 
次回開催案内です。次回も、Zooｍ例会となって
おります。例会後の 13 時から執行部役員会も
ありますので、該当者様は宜しくお願いします。 
今日も、宜しくお願いします。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 
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■広報公共イメージ部門 雑誌・会報委員会  

胡 平 
P.３ 会長メッセージ  
世界平和に貢献することが重要 
コミック 
ロータリーソングについて書かれています 
どうして歌うようになったか 
P.38 私たちの行動計画 
考えて計画をたてて行動するのが、基本中の基本 
行動しなければ結果は出ない 
何を行動しているか、自分は何をするのか 
大宮西 RC で何をすればいいのか 
実行力…確実に実行しないと結果は出ない 
■世界平和 
HumaniumMetal を使用した時計 
違法銃器の撲滅が世界平和に
つながる 
銃を溶かした金属で作った時
計 
大宮そごうで３万円くらいで
購入できる 
収益の一部が寄付される 
 
自分ができる範囲のことをや
ってみよう 
何ができるのか、このコロナ禍でなんの手助けが
できるのか 
→ 考えて確実に実行することが重要 
 
 
 
 
前回に引き続き、会員が近況報告を行いました。 
コロナ禍で困っていることなどの発表のあと、そ
れに対してのアドバイスがされ、会員同士で問題
を共有しました。 
 
立山 英樹 会員 
 
先週の近況報告をお伺い
し、コロナの影響をそれほ
ど受けてないご様子で安心
致しました。私たちの旅行
業界の近況は暗い話となり
ますが、皆様方にはもっと
厳しい会員がいるんだなと
反対に元気を出していただければと思います。 
私自身の事だけで言えば、元日よりダイエットを
始め、現在６kg 減量できました。自分への挑戦で
行けるところまで頑張っていきたいと思ってお
ります。 
旅行業界全体の現状を端的に表す指標の一例と
して、訪日・出国者数の統計があります。2020 年
両件合わせて前年比 85％減、4,400 万人減、さら
にこちらに合わせて国内需要も「蒸発」した状況
にあり、まさに旅行業界の目の前の事実でありま
す。 
また経営者の方々はこの数値がいかに厳しいか
ご理解いただけると思いますが、弊社ＫＮＴ－Ｃ

Ｔホールディングスにおいても上期だけで、売上
高前年比 7.3％、営業利益は前年 34 億円あったも
のが▲232 億円まで急落しております。当埼玉支
店は前年比 45％で踏みとどまっています。旅行で
ない事業として自治体のプレミアム商品券事業、
ワクチン接種事業の他に帰国者・留学生支援事業
などを積極的に行っているのが寄与しておりま
す。何よりも 10 月の大宮西ＲＣの磯部温泉研修
が大きかったです！ 今後は非常事態宣言解除か
らの GoTo トラベルキャンペーン停止解除、海外
からの入国解除、最終的には 2020 東京オリンピッ
クパラリンピックへつながればと期待しており
ます。 
会員のみなさまへの二つのお願いがございます。
一つ目はコロナ終息後には台湾国際大会の代わ
りに旅行に行ってください。（ＫＮＴをご利用く
ださい m(__)m） 
もう一つは我が社でも希望退職を実施し、当支店
でも７名の社員が後進に道を譲る決断をしまし
た。社員の採用を検討されている皆様方の会社、
お知り合いの方がいらっしゃれば是非お声かけ
ください。まじめで優秀な社員ばかりです！  
切にお願い申し上げます。 
 
田口 修身 会員 
 
＜仕事への影響＞ 
保険の取扱を行っ
ているイーサポー
トエージェンシー
では、当初コロナで
も自動車保険や火
災保険は止める人はいないので影響は少ないと
思っていました。 
しかし、取扱商品の中に人の動きに左右される
「海外出張の包括契約」やイベントが不測の事態
で中止になったときの「興行中止保険」がありま
す。出張０、イベント無しが続き徐々に売上に影
響をしてきました。４月以降、対前年減収が継続
しています。 
加えて、「興行中止保険」ではコロナの感染症は免
責ではないので、支払いが 1 億数千万に上ってい
ます。 
保険会社の支払う手数料率の体系では増収と損
害率が大きく影響します。３月の年度末で締めて、
今年の７月からの手数料率が大きくさがること
は必須ですので、大ピンチです。 
皆さんにお願いです。火災保険においてはここ数
年の自然災害の影響で大きく値上がりを余儀な
くされています。補償内容を、適切なリスクに備
え見直ししていくことが大切になります。安易に
前年どおりと継続していますと、大損してしまい
ます。一声かけていただければ良いアドバイスが
できるのではと思っています。 
また、公的な保険を取り扱っている社労士事務所
においては、働き方改革で労働法が大きく変わっ
て、就業規則の見直しの依頼も多く忙しくなって
います。「雇用調整助成金」の申請では、申請方法
がわずらわしく大変でした。苦慮している多くの
会社の申請手続きのお手伝いをさせて頂き、少し
役に立ったと思っています。 

会員近況報告 

ロータリーの友解説 



 

コロナの影響も悪いことばかりでなく、リモート
でできる仕事が増え効率よくできるようになっ
たものもあります。捺印不要など年金事務所やハ
ローワークなど出向かずに完了する仕事も一気
に進みました。事務所に行かなくともパソコンと
携帯で完了できる仕事も大幅に増え、今年はワー
ケーションもできそうです。 
働き方は大きく変わる元年が昨年だったという
ことになると思います。 
＜巣篭もりの影響＞ 
飲み会・タクシー代が激減、埼玉でタクシー料金
が 100 円単位になったのを知ったのは、年末でし
た。かみさんとほぼ毎日家のみです。 
出かけない時間は詰碁・詰将棋・数独にはまって
います。特に数独は「超難問」という本を購入し
て大分上達しました。この本のシリーズが 200 問
ずつ 5 冊あって、現在 793 問終了して、あと一冊
で来月には 1000 問完了です。昨年の 3 月くらい
は 80～90 分もかかって解けずに唸っていたのが
最近はほぼ 15 分から 30 分で解けるまで上達。し
かしまだ時間たっぷりのかみさんには追いつか
ないでいます。 
ゴルフはコロナの影響をあまり受けないという
ことですが、昨年は通常の半分くらいのラウンド
でした。また、なかなか会えない 5 歳の孫とは
Zoom で飲みながら話しています。 
＜今後は＞ 
100 年前のスペイン風邪のときは２年目の第三波
で一番の多く人が亡くなったそうです。 
少し暖かくなって少しは落ち着くでしょうが、コ
ロナによる自粛等もまだまだ来年の春くらいま
で続きそうです。まだ特効薬もないので高齢の私
どもはしっかり感染しないようにしていくこと
が大事かなと思っています。もう一年はこんな生
活をしていくことで、その中に楽しみを見つけて
いくことにします。 
 
胡 平 会員 
 
自分に起こったことをお話し
ます。10 日に一度ほど、娘家族
や息子家族、孫たちと食事して
います。ある日、たこ焼きパー
ティーをしまして。 
その翌日に娘が発熱しまして
37.9 度。39 度くらいまで上が
りました。保健所に連絡し、病院を探しました。 
大宮中央病院なら対応してくれます。西大宮病院
ならインフルエンザの検査と PCR どちらも検査
してくれます。 
結果は陰性でしただが、私も心配なので PCR 検査
を受け、翌日陰性と確認されました。唾液をとる
方法でした。 
もし自分や身内がそういった事態になったらど
うするか、考えていますか？ 
・業務内容としてはリフォームをやっています。 
手洗い・検温・マスクして、業者の名前などしっ
かり記載しておきます。 
・あとは、不動産を会社で買ったらどうかという
お話です。 
今の事業プラスアルファの柱を検討してみては

どうでしょう。利益を上げる方法を考えるべきで
は。 
コロナでみんなが大変です。いろいろ工夫して考
えて、売り上げを上げる仕組みを考えてみたらど
うでしょうか。 
 
小林 又次郎 
会員  
 
税理士の小林
又次郎です。 
私は、ことある
毎に尤もらし
く、「寒くなる
と話題になるのは、駅伝と税金のこと」と発言し
ています。暮れが近づきますと、年末調整が話題
となり、必要書類のことや、還付金額がいくら、
とか言葉が飛び交います。続いて年が明ければ、
税務署への支払調書の報告や市町村への給与報
告・償却資産税の申告と業務は目白押しです。そ
うしてメインイベントの所得税の確定申告へと
冬季は税金行事が続きます。今年は新型コロナの
影響で、各著名な駅伝も開催に当たって多分に余
波を受けておりますが、この確定申告も、申告期
限が一ヶ月延長され、4月 15日と変更されました。
「少し余裕ができたね」といわれますが、やはり
3 月の仕事は 3 月にやってしまわないと、その後
の仕事に思わぬ余波が出てしまいます。 
私どもの仕事は、テレワークに向いていそうです
が、納税者であるお客様と顔を合わせて証拠書類
の受渡しをし、今年の特殊事情を伺うなど、リア
ルな現場仕事が多いのが現実です。コロナを避け
て安全な道を選んで歩くこの頃です。 
このところ、私らの休息・気分転換の場である大
宮の街は早々に照明を落として静まり返ってい
ます。お小遣いが減らないことは良いことなのか、
経済にとって悪いことなのか、いずれにしても、
暖かくなる頃までにコロナが鎮まり、あの街この
街を楽しく闊歩したいと願っています。 
 
出山 隆信 会員 
 
皆様、こんにちは。昨年 9 月に
入会しました、タウンメンテ
ナンス中央の出山でございま
す。本日は、困っていることを
報告したいと思います。 
私どもの会社はテナントビル
やマンションの維持管理を総
合的にさせて頂いている会社です。 
ビルメンテナンスという事業は経済産業省が発
表した「緊急事態宣言時に事業の継続が求められ
る事業者」の中に含まれております。つまりビル
管理は生活していく中で、なくてならない仕事で
す。 
そんな中で、今困っていることが、従業員の雇用
が不安定であることです。 
勤務している約６割が、ビル・マンションで勤務
している日常清掃員と言われている人で、平均年
齢が 69 歳となっています。その清掃員が、この 1
年で休業者・退職者が相次ぎ、雇用の安定が失わ



 

れつつあります。要因はもちろんコロナの影響で
すが、ご本人の希望と言うよりはご家族の反対に
よるものが多数です。親の体のことを思い「お父
さん、お母さん、お願いだからコロナが落ち着く
までは働きに出ないで！」と、こんな形で説得さ
れると親は従わざるを得ないようで、休業される
方が出てきております。 
日常清掃業務はトイレの清掃・ごみの収集・分別
などを行う作業です。そのため、コロナ対策とし
て衛生用品の支給など万全を期しております。し
かし、ご家族の説得には至らない状況です。 
今は何とか現場を回している状況ではあります
が、新規雇用も厳しい状況の中で、不安は募るば
かりです。 
何か良いアドバイスを頂戴できれば幸いです。ど
うぞよろしくお願い致します。 
 
 
 

 
■奉仕部門 国際奉仕委員会 
 委員長 新藤 栄介 
冒頭の会長挨拶にもありま
した通り、３月８日(月)より
パレスホテルでの通常例会
に戻る予定です。そこで、
３月中の２例会につきまし
て私の方よりご案内が御座

います。 
・３月 15 日(月) 外部講師ロング卓話例会  

11:30〜13:30 予定 
講師：松岡誠氏  
テーマ：2021 年仮想通貨バブル到来‼︎ キャシ
ュレス時代、新通貨の社会的地位付けとは？ 

・３月 22 日(月) 国際奉仕委員会担当例会 
ラオフレンズ小児病院との合同例会 
今年度、小児病院に支援させていただいた
リモートビデオ会議システムを用いて、現
地のラオスと繋いで合同例会を行います。 

以上、多くの会員の皆様のご参加をお願いし
たいと思います。 
 
 
 

 
 

委員長報告 
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