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本日　２月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「タクシー業界の現状と未来」

岡本　淳一 会員

次週　３月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

早瀬　源慶 会員

第2454回　例会報告／令和２年２月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は私にとって、今年
初めての通常例会です。
改めて、今年度の後半期
を充実させ、来期につな
がるものにしていきたい

と思います。よろしくお願いします。
　さて、昨年末に中国の武漢に始まった新型
コロナウィルスの感染拡大は、まだ収まりそ
うになく、感染のスピードに驚かされます。
健康・生命の被害だけでなく、経済的な打撃
も大きな問題となっています。世界中で治療
や予防の研究が進んでいますが、一刻も早い
収束を祈りたいと思います。
　近年はSARSやPM2.5といった、ありがた
くないものがやってきていますが、ご存知の
ように中国からは、古くから日本の文化に影
響を与える素晴らしい物や文化が伝わってき
ています。お茶もその一つで、お茶を飲む習
慣や製法は平安時代に中国から伝わったとい
われています。その後、日本独特の茶の湯
「茶道」という文化が生まれました。今、明
智光秀を主人公にしたＮＨＫ大河ドラマで描
かれている戦国時代から安土桃山時代にかけ
て、織田信長をはじめ、多くの大名がこぞっ
て茶の湯をたしなみ、茶道具の蒐集などが流
行しています。そこから、千利休に代表され

る茶道が形づくられていきました。
　茶道は、亭主（あるいは主人）と客との一
体感、そして茶室や茶道具、掛け軸、花入
れ、香合などが一体となり「茶事」として進
行する時間・空間そのものから成り立ってい
ます。そして、その精神は、人をもてなすと
きに現れる心の美しさにあるとされています。
　「お点前」という言葉があります。これは
茶道で亭主（主人）がお茶を点てる一連の動
作・様式を言います。おおまかな流れとして
は、①水屋で準備して茶室の横にある茶道具
を整える場所に入る。②道具を清め、温める。
③お茶を点てる。④道具を清め、後始末する。
⑤退出する。このほかにも数多くの手順があ
りますが、この一連の作法が「お点前」です。
これら一つ一つの作法の根底にあるのは、お
客さまに対するおもてなしの心にほかありま
せん。
　例えば、お点前では清めるという動作を繰
り返しますが、これはお客さまに対して、安
全なお茶を提供していることを示すと同時に、
この動作を通して、亭主自身の心も清められ
るのです。さらに、この茶道からは、会席や
和菓子といった世界に誇る繊細な日本の食が
生まれています。茶道というと、とかく敷居
の高いものと思われがちですが、茶道の精神
は、折にふれて外国から称賛されるおもてな
しや、思いやり、奥ゆかしさといった日本人
の心として、息づいているのではないかと思
います。
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　今回の新型コロナウィルス感染という有事
にあっても、相次いだ大災害の度に発揮され
たように、私たちは代々受け継がれてきた日
本人の美徳と誇りを失うことなく、粛々と乗
り越えていきたいものだと切に思います。皆
さんも手洗い、うがい、マスクなど、できる
範囲の予防をお願いします。
　本日の卓話は、第一生命高知支社の山本多
美江さんによる「知って得する資産運営セミ
ナー」です。
◇親睦委員会より
　２月26日18時半から得月樓にて、猿田会員
の旭日双光章受章のお祝いを行います。皆さ
んの参加をお願いします。

◇会　長　報　告
・観梅夜間例会のはし

拳大会で、２位とな
　った前田会員に賞品

をお渡ししました。
◇週報の訂正
　職場例会での別役会
員の挨拶の中で「戊申」とあるのは間違いで
「戊辰」が正しい字です。訂正をお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・今週の土曜日13時半から三翠園でＩＭが開

催されます。東クラブは24名の参加です。
・赤い羽根共同募金からお礼状が届いていま

す。
・情報集会は10日から12日に開催します。基

本的には夜の会に登録をお願いします。

円。1,000万円を下回らない損益分岐点レー
トは96.67円。契約時レート109.58円から分岐
点レートの96.67円までの為替の影響は金利
の力で増やしていきます。そして、契約時
レートより円安になれば、為替の影響だけで
もさらに増えることになります。今までの最
も円安は160.15円、最も円高は75.32円、この
ぶれ幅が為替の差益、または差損のリスクに
なります。平均値は110.75円だと覚えておく
と、ご加入いただくタイミングを選ぶことも
できます。
　プレミアカレンシー・プラス２にはデイ
リーターゲットという特約が付加できます。
円での目標値を設定し、この目標値になった
時点で運用成果を確保して受け取ることがで
きる特約です。販売開始以来、約４万件のご
契約が目標値105～170％に到達しています。
最も目標値到達件数が多いのは110％、約２
万件の実績があります。また、目標値は満了
までいつでも何度でも変更可能です。運用の
実績や為替の状況がよければ、わずか１年
１ヵ月程度の期間で目標値を達成できること
もできます。
　次の、受け取りながら残すプレミアレシー
ブという商品は300万から預けることができ
る、定期支払い金付きの終身保険です。資金
を一括で預けていただいた後は、被保険者の
方が生存している限り、一生涯にわたり１年
に１回、定期支払い金が受け取れます。運用
通貨は米ドル、豪ドルのどちらかを選択でき
ますが、ユーロの取り扱いはしていません。
　この商品は積立利率が契約後10年間固定さ
れ、その後も10年ごとに見直しがあり、同じ
ように固定された定期支払い金が外貨建てで
保障されるので安心できます。受け取り方法
も、契約時に指定された契約者の口座に自動
で振り込まれますので、請求手続きなどは必
要ありません。手元にある資金を運用しなが
ら、一生涯の死亡保障をベースに持ち、万一
のときには、家族が死亡保険金として受け取
れるメリットがあります。死亡保険金の非課
税枠の活用にも最適な商品です。
　例えば70歳の男性が米ドルで運用し、日本
円で1,000万を預け、換算レートを109.58円と
した場合、為替に変動がなければ１年後、11
万9,000円を。リーマンショック当時の１ド

ル76円程度になったとしても、８万3,000円
が受け取れます。死亡保険金としては指定通
貨建てで、一時払い保険料相当額が最低保障
されることも、外貨で運用する面から考えて
安心できます。
　人生100年時代と言われて久しいのです
が、高知県でも100歳以上が700人を超える現
状を考えると、今のうちから将来の収入源と
して、毎年定期支払い金を受け取れるプレミ
アレシーブで備えておくことは大事だと思い
ます。また、この商品は被保険者の年齢や性
別によって定期支払い率が変わります。定期
支払い率の良さや相続の対策として、被保険
者をお子様にされる契約も増えています。契
約者は親、被保険者を子どもにして、途中で
契約者が死亡しても相続手続きを経て、契約
者を子どもに変更することで、引き続き定期
支払い金が受け取れます。受け取りながら残
すことに加えて、相続の準備にも活用できる
この商品は弊社でも１番人気の高い商品です。
　死亡保険金は原則として、受取人固有の財
産になりますので、遺産分割の準備として誰
にいくら残すのかを決められます。死亡保険
金は現金で受け取ることができ、生活資金や
納税資金等々、すぐに必要な資金として安心
して保有できます。契約形態によっては、死
亡保険金の非課税枠が適用され、500万円×
法定相続人の数までは非課税です。対象は契
約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人
が相続人であることが条件です。
　このように、生命保険を活用するメリット
も十分ある外貨建て保険を、皆さまに知って
いただき、資産運用や相続準備を始めるきっ
かけにしていただけたらと思います。ただ、
先ほどご紹介した二つの商品は、預ける上限
が９億円になっていますので、ご了承くださ
い。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,013,312円

43,200円

1,056,512円

7,822円

107円

7,929円

1,021,134円

43,307円

1,064,441円

チビニコ 合　計

２月12日
今期の累計

「知って得する
　　　資産運営セミナー」

◇ゲストスピーチ 第一生命高知支社  山本多美江 氏

　私は高知支社で相続コンサルタント業務を
行いながら、近年よく耳にする、長生きに備
えるためのセカンドライフのコンサルティン
グや資産形成のお手伝いをしています。特に
相続については、相続が発生してご相談を受
けるというよりも、発生する前に、ご自身の
意思で、どのように準備をしていけばよいか
というご相談を受けることが増えています。
　長生きに備えるための資産形成も、相続の
準備も円で十分な準備をすることが難しい現
状から、外貨建て生命保険の活用について、
第一生命では四つの商品をご案内しています。
増やして使う、受け取りながら残す、自分で
使う、家族に渡す、しっかり残す、と大きく
目的別に分かれています。今日はその中から
二つをご紹介します。
　プレミアカレンシー・プラス２は100万円
から預けることができ、増やして使うという

目的に最適な個人年金の商品です。まず、保
険料を一括でお預けいただき、運用期間を３
年、５年、６年、10年のうちから選択し、あ
とは運用期間の満了を待つだけ。この商品は
契約時に運用期間満了時の原資が指定通貨建
てで確定します。ゴールが約束されているの
で大きな安心につながります。運用通貨は米
ドル、豪ドルのどちらかを選択できますが、
ユーロの取り扱いはありません。運用期間満
了後は年金受け取り、一括受け取り、終身保
険に移行するなど、自身の状況に合わせるこ
とができるのも魅力です。
　例えば、米ドルで運用期間を10年とした場
合、積立利率は1.89％。契約時の円換算レー
トが109.58円として、1,000万円を預けると、
10年後、円換算額は為替の変動がなかった場
合、1,133万円。契約時から10円円安の場
合、1,237万円。10円円高の場合、1,030万

◇出席率報告

 ● 前川美智子　２月５日、得月楼の観梅夜間
例会では、ＳＡＡ、親睦委員会、事務局・河
野さんには大変お世話になりありがとうござ
いました。お陰様で、香長ＲＣとの合同夜間
例会を楽しみました。一つ反省、今年は全員
の集合写真を取り忘れました。残念です。
 ● 岡本淳一　先週の観梅夜間例会ありがとう
ございました。楽しい例会でした。前田さん、
はし拳大関おめでとうございます。
 ● 前田　博　はし拳大会準優勝、少しニコニ
コヘ。前川さん、写真いつもありがとう！
 ● 中平真理子　福岡さん、観梅会の写真あり
がとうございました。
 ● 松﨑郷輔　前川さん、観梅会での写真あり
がとうございます。
 ● 土居祐三　２週間ほど入院してました。健
康第一！昨日、我が家に小さなワンコがやっ
てきました。豆柴、とにかくかわいい。しか
し高かった、びっくり
 ● 中越貴宣　１月21日、高知新聞のとさビズ

のコーナーに掲載していただきましたが、そ
れ以降、例会に出席できていませんでした。
再来週の欠席のお詫びも兼ねてニコニコへ。
 ● 岡﨑勇樹　先週の観梅夜間例会のはし拳大
会では、松岡さんにははし拳大会のルール説
明、別役さんには審判をしていただきありが
とうございました！　
 ● 永野健生　誕生祝いありがとうございます。
 ● 後藤典行　お誕生日のお祝い品ありがとう
ございました。大切に使わせていただきます。
 ● 西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。相変わらず飛び回っています。
 ● 大川内孝典　家庭記念ありがとうございま
す。あれから35年目になりました。
 ● 野志征生　家庭記念日の品をいただきあり
がとうございます。お陰様で19年続いており
ます。
 ● 島村信一　家庭記念日ありがとうございま
す。娘が今年で10歳になりますので、多分、
結婚10年になったのかなぁ～！
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼、今年は年男で
す。
 ● サロンイースト　いつもお世話になってい
ます。ありがとうございます。
◇早退　１件

２月12日

１月29日

総数
－3 54

出席
44

欠席
5

メイク
アップ HC出席率

81.48％

出席率
90.20％2

ロータリー休日

　昨年の４月、家地川公
園の桜を見に行った。
　大正町へ四万十川に沿
って県道を上り、途中、
家地川という支流がある。
橋を渡って家地川に沿っ
て進むと佐賀ダムが見え
てくる。その傍が家地川
公園であった。満開の桜
が取り囲んでいた。ダム
も小さく、川に沿って桜
並木が続いている。満開
の桜の下を歩き、ダムの
橋も渡って周りの景色を
楽しんだ。家地川公園の

桜は四万十川沿いも含め、300本ぐらい。訪れる人もまばらでまた売店もない。しかし、のん
びりして静かなところである。春の空気を胸いっぱい吸い込んだ。
　この後、大正町まで足をのばした。川に沿って桜並木が続いている。桜も散り始め、桜吹
雪が飛んでいた。
　そして、四万十町に戻り、岩本寺に寄って拝観し、入口前にある和菓子屋さん松鶴堂で買
い物して食事は近くのお蕎麦屋さんでとった。

家地川公園の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

INTERCITY MEETING（Ｉ.Ｍ.）
2020年２月15日㈯　於：三翠園
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◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は私にとって、今年
初めての通常例会です。
改めて、今年度の後半期
を充実させ、来期につな
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と思います。よろしくお願いします。
　さて、昨年末に中国の武漢に始まった新型
コロナウィルスの感染拡大は、まだ収まりそ
うになく、感染のスピードに驚かされます。
健康・生命の被害だけでなく、経済的な打撃
も大きな問題となっています。世界中で治療
や予防の研究が進んでいますが、一刻も早い
収束を祈りたいと思います。
　近年はSARSやPM2.5といった、ありがた
くないものがやってきていますが、ご存知の
ように中国からは、古くから日本の文化に影
響を与える素晴らしい物や文化が伝わってき
ています。お茶もその一つで、お茶を飲む習
慣や製法は平安時代に中国から伝わったとい
われています。その後、日本独特の茶の湯
「茶道」という文化が生まれました。今、明
智光秀を主人公にしたＮＨＫ大河ドラマで描
かれている戦国時代から安土桃山時代にかけ
て、織田信長をはじめ、多くの大名がこぞっ
て茶の湯をたしなみ、茶道具の蒐集などが流
行しています。そこから、千利休に代表され

る茶道が形づくられていきました。
　茶道は、亭主（あるいは主人）と客との一
体感、そして茶室や茶道具、掛け軸、花入
れ、香合などが一体となり「茶事」として進
行する時間・空間そのものから成り立ってい
ます。そして、その精神は、人をもてなすと
きに現れる心の美しさにあるとされています。
　「お点前」という言葉があります。これは
茶道で亭主（主人）がお茶を点てる一連の動
作・様式を言います。おおまかな流れとして
は、①水屋で準備して茶室の横にある茶道具
を整える場所に入る。②道具を清め、温める。
③お茶を点てる。④道具を清め、後始末する。
⑤退出する。このほかにも数多くの手順があ
りますが、この一連の作法が「お点前」です。
これら一つ一つの作法の根底にあるのは、お
客さまに対するおもてなしの心にほかありま
せん。
　例えば、お点前では清めるという動作を繰
り返しますが、これはお客さまに対して、安
全なお茶を提供していることを示すと同時に、
この動作を通して、亭主自身の心も清められ
るのです。さらに、この茶道からは、会席や
和菓子といった世界に誇る繊細な日本の食が
生まれています。茶道というと、とかく敷居
の高いものと思われがちですが、茶道の精神
は、折にふれて外国から称賛されるおもてな
しや、思いやり、奥ゆかしさといった日本人
の心として、息づいているのではないかと思
います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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　今回の新型コロナウィルス感染という有事
にあっても、相次いだ大災害の度に発揮され
たように、私たちは代々受け継がれてきた日
本人の美徳と誇りを失うことなく、粛々と乗
り越えていきたいものだと切に思います。皆
さんも手洗い、うがい、マスクなど、できる
範囲の予防をお願いします。
　本日の卓話は、第一生命高知支社の山本多
美江さんによる「知って得する資産運営セミ
ナー」です。
◇親睦委員会より
　２月26日18時半から得月樓にて、猿田会員
の旭日双光章受章のお祝いを行います。皆さ
んの参加をお願いします。

◇会　長　報　告
・観梅夜間例会のはし

拳大会で、２位とな
　った前田会員に賞品

をお渡ししました。
◇週報の訂正
　職場例会での別役会
員の挨拶の中で「戊申」とあるのは間違いで
「戊辰」が正しい字です。訂正をお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・今週の土曜日13時半から三翠園でＩＭが開

催されます。東クラブは24名の参加です。
・赤い羽根共同募金からお礼状が届いていま

す。
・情報集会は10日から12日に開催します。基

本的には夜の会に登録をお願いします。

円。1,000万円を下回らない損益分岐点レー
トは96.67円。契約時レート109.58円から分岐
点レートの96.67円までの為替の影響は金利
の力で増やしていきます。そして、契約時
レートより円安になれば、為替の影響だけで
もさらに増えることになります。今までの最
も円安は160.15円、最も円高は75.32円、この
ぶれ幅が為替の差益、または差損のリスクに
なります。平均値は110.75円だと覚えておく
と、ご加入いただくタイミングを選ぶことも
できます。
　プレミアカレンシー・プラス２にはデイ
リーターゲットという特約が付加できます。
円での目標値を設定し、この目標値になった
時点で運用成果を確保して受け取ることがで
きる特約です。販売開始以来、約４万件のご
契約が目標値105～170％に到達しています。
最も目標値到達件数が多いのは110％、約２
万件の実績があります。また、目標値は満了
までいつでも何度でも変更可能です。運用の
実績や為替の状況がよければ、わずか１年
１ヵ月程度の期間で目標値を達成できること
もできます。
　次の、受け取りながら残すプレミアレシー
ブという商品は300万から預けることができ
る、定期支払い金付きの終身保険です。資金
を一括で預けていただいた後は、被保険者の
方が生存している限り、一生涯にわたり１年
に１回、定期支払い金が受け取れます。運用
通貨は米ドル、豪ドルのどちらかを選択でき
ますが、ユーロの取り扱いはしていません。
　この商品は積立利率が契約後10年間固定さ
れ、その後も10年ごとに見直しがあり、同じ
ように固定された定期支払い金が外貨建てで
保障されるので安心できます。受け取り方法
も、契約時に指定された契約者の口座に自動
で振り込まれますので、請求手続きなどは必
要ありません。手元にある資金を運用しなが
ら、一生涯の死亡保障をベースに持ち、万一
のときには、家族が死亡保険金として受け取
れるメリットがあります。死亡保険金の非課
税枠の活用にも最適な商品です。
　例えば70歳の男性が米ドルで運用し、日本
円で1,000万を預け、換算レートを109.58円と
した場合、為替に変動がなければ１年後、11
万9,000円を。リーマンショック当時の１ド

ル76円程度になったとしても、８万3,000円
が受け取れます。死亡保険金としては指定通
貨建てで、一時払い保険料相当額が最低保障
されることも、外貨で運用する面から考えて
安心できます。
　人生100年時代と言われて久しいのです
が、高知県でも100歳以上が700人を超える現
状を考えると、今のうちから将来の収入源と
して、毎年定期支払い金を受け取れるプレミ
アレシーブで備えておくことは大事だと思い
ます。また、この商品は被保険者の年齢や性
別によって定期支払い率が変わります。定期
支払い率の良さや相続の対策として、被保険
者をお子様にされる契約も増えています。契
約者は親、被保険者を子どもにして、途中で
契約者が死亡しても相続手続きを経て、契約
者を子どもに変更することで、引き続き定期
支払い金が受け取れます。受け取りながら残
すことに加えて、相続の準備にも活用できる
この商品は弊社でも１番人気の高い商品です。
　死亡保険金は原則として、受取人固有の財
産になりますので、遺産分割の準備として誰
にいくら残すのかを決められます。死亡保険
金は現金で受け取ることができ、生活資金や
納税資金等々、すぐに必要な資金として安心
して保有できます。契約形態によっては、死
亡保険金の非課税枠が適用され、500万円×
法定相続人の数までは非課税です。対象は契
約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人
が相続人であることが条件です。
　このように、生命保険を活用するメリット
も十分ある外貨建て保険を、皆さまに知って
いただき、資産運用や相続準備を始めるきっ
かけにしていただけたらと思います。ただ、
先ほどご紹介した二つの商品は、預ける上限
が９億円になっていますので、ご了承くださ
い。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,013,312円

43,200円

1,056,512円

7,822円

107円

7,929円

1,021,134円

43,307円

1,064,441円

チビニコ 合　計

２月12日
今期の累計

「知って得する
　　　資産運営セミナー」

◇ゲストスピーチ 第一生命高知支社  山本多美江 氏

　私は高知支社で相続コンサルタント業務を
行いながら、近年よく耳にする、長生きに備
えるためのセカンドライフのコンサルティン
グや資産形成のお手伝いをしています。特に
相続については、相続が発生してご相談を受
けるというよりも、発生する前に、ご自身の
意思で、どのように準備をしていけばよいか
というご相談を受けることが増えています。
　長生きに備えるための資産形成も、相続の
準備も円で十分な準備をすることが難しい現
状から、外貨建て生命保険の活用について、
第一生命では四つの商品をご案内しています。
増やして使う、受け取りながら残す、自分で
使う、家族に渡す、しっかり残す、と大きく
目的別に分かれています。今日はその中から
二つをご紹介します。
　プレミアカレンシー・プラス２は100万円
から預けることができ、増やして使うという

目的に最適な個人年金の商品です。まず、保
険料を一括でお預けいただき、運用期間を３
年、５年、６年、10年のうちから選択し、あ
とは運用期間の満了を待つだけ。この商品は
契約時に運用期間満了時の原資が指定通貨建
てで確定します。ゴールが約束されているの
で大きな安心につながります。運用通貨は米
ドル、豪ドルのどちらかを選択できますが、
ユーロの取り扱いはありません。運用期間満
了後は年金受け取り、一括受け取り、終身保
険に移行するなど、自身の状況に合わせるこ
とができるのも魅力です。
　例えば、米ドルで運用期間を10年とした場
合、積立利率は1.89％。契約時の円換算レー
トが109.58円として、1,000万円を預けると、
10年後、円換算額は為替の変動がなかった場
合、1,133万円。契約時から10円円安の場
合、1,237万円。10円円高の場合、1,030万

◇出席率報告

 ● 前川美智子　２月５日、得月楼の観梅夜間
例会では、ＳＡＡ、親睦委員会、事務局・河
野さんには大変お世話になりありがとうござ
いました。お陰様で、香長ＲＣとの合同夜間
例会を楽しみました。一つ反省、今年は全員
の集合写真を取り忘れました。残念です。
 ● 岡本淳一　先週の観梅夜間例会ありがとう
ございました。楽しい例会でした。前田さん、
はし拳大関おめでとうございます。
 ● 前田　博　はし拳大会準優勝、少しニコニ
コヘ。前川さん、写真いつもありがとう！
 ● 中平真理子　福岡さん、観梅会の写真あり
がとうございました。
 ● 松﨑郷輔　前川さん、観梅会での写真あり
がとうございます。
 ● 土居祐三　２週間ほど入院してました。健
康第一！昨日、我が家に小さなワンコがやっ
てきました。豆柴、とにかくかわいい。しか
し高かった、びっくり
 ● 中越貴宣　１月21日、高知新聞のとさビズ

のコーナーに掲載していただきましたが、そ
れ以降、例会に出席できていませんでした。
再来週の欠席のお詫びも兼ねてニコニコへ。
 ● 岡﨑勇樹　先週の観梅夜間例会のはし拳大
会では、松岡さんにははし拳大会のルール説
明、別役さんには審判をしていただきありが
とうございました！　
 ● 永野健生　誕生祝いありがとうございます。
 ● 後藤典行　お誕生日のお祝い品ありがとう
ございました。大切に使わせていただきます。
 ● 西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。相変わらず飛び回っています。
 ● 大川内孝典　家庭記念ありがとうございま
す。あれから35年目になりました。
 ● 野志征生　家庭記念日の品をいただきあり
がとうございます。お陰様で19年続いており
ます。
 ● 島村信一　家庭記念日ありがとうございま
す。娘が今年で10歳になりますので、多分、
結婚10年になったのかなぁ～！
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼、今年は年男で
す。
 ● サロンイースト　いつもお世話になってい
ます。ありがとうございます。
◇早退　１件

２月12日

１月29日

総数
－3 54

出席
44

欠席
5

メイク
アップ HC出席率

81.48％

出席率
90.20％2

ロータリー休日

　昨年の４月、家地川公
園の桜を見に行った。
　大正町へ四万十川に沿
って県道を上り、途中、
家地川という支流がある。
橋を渡って家地川に沿っ
て進むと佐賀ダムが見え
てくる。その傍が家地川
公園であった。満開の桜
が取り囲んでいた。ダム
も小さく、川に沿って桜
並木が続いている。満開
の桜の下を歩き、ダムの
橋も渡って周りの景色を
楽しんだ。家地川公園の

桜は四万十川沿いも含め、300本ぐらい。訪れる人もまばらでまた売店もない。しかし、のん
びりして静かなところである。春の空気を胸いっぱい吸い込んだ。
　この後、大正町まで足をのばした。川に沿って桜並木が続いている。桜も散り始め、桜吹
雪が飛んでいた。
　そして、四万十町に戻り、岩本寺に寄って拝観し、入口前にある和菓子屋さん松鶴堂で買
い物して食事は近くのお蕎麦屋さんでとった。

家地川公園の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

INTERCITY MEETING（Ｉ.Ｍ.）
2020年２月15日㈯　於：三翠園
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本日　２月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「タクシー業界の現状と未来」

岡本　淳一 会員

次週　３月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

早瀬　源慶 会員

第2454回　例会報告／令和２年２月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は私にとって、今年
初めての通常例会です。
改めて、今年度の後半期
を充実させ、来期につな
がるものにしていきたい

と思います。よろしくお願いします。
　さて、昨年末に中国の武漢に始まった新型
コロナウィルスの感染拡大は、まだ収まりそ
うになく、感染のスピードに驚かされます。
健康・生命の被害だけでなく、経済的な打撃
も大きな問題となっています。世界中で治療
や予防の研究が進んでいますが、一刻も早い
収束を祈りたいと思います。
　近年はSARSやPM2.5といった、ありがた
くないものがやってきていますが、ご存知の
ように中国からは、古くから日本の文化に影
響を与える素晴らしい物や文化が伝わってき
ています。お茶もその一つで、お茶を飲む習
慣や製法は平安時代に中国から伝わったとい
われています。その後、日本独特の茶の湯
「茶道」という文化が生まれました。今、明
智光秀を主人公にしたＮＨＫ大河ドラマで描
かれている戦国時代から安土桃山時代にかけ
て、織田信長をはじめ、多くの大名がこぞっ
て茶の湯をたしなみ、茶道具の蒐集などが流
行しています。そこから、千利休に代表され

る茶道が形づくられていきました。
　茶道は、亭主（あるいは主人）と客との一
体感、そして茶室や茶道具、掛け軸、花入
れ、香合などが一体となり「茶事」として進
行する時間・空間そのものから成り立ってい
ます。そして、その精神は、人をもてなすと
きに現れる心の美しさにあるとされています。
　「お点前」という言葉があります。これは
茶道で亭主（主人）がお茶を点てる一連の動
作・様式を言います。おおまかな流れとして
は、①水屋で準備して茶室の横にある茶道具
を整える場所に入る。②道具を清め、温める。
③お茶を点てる。④道具を清め、後始末する。
⑤退出する。このほかにも数多くの手順があ
りますが、この一連の作法が「お点前」です。
これら一つ一つの作法の根底にあるのは、お
客さまに対するおもてなしの心にほかありま
せん。
　例えば、お点前では清めるという動作を繰
り返しますが、これはお客さまに対して、安
全なお茶を提供していることを示すと同時に、
この動作を通して、亭主自身の心も清められ
るのです。さらに、この茶道からは、会席や
和菓子といった世界に誇る繊細な日本の食が
生まれています。茶道というと、とかく敷居
の高いものと思われがちですが、茶道の精神
は、折にふれて外国から称賛されるおもてな
しや、思いやり、奥ゆかしさといった日本人
の心として、息づいているのではないかと思
います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今回の新型コロナウィルス感染という有事
にあっても、相次いだ大災害の度に発揮され
たように、私たちは代々受け継がれてきた日
本人の美徳と誇りを失うことなく、粛々と乗
り越えていきたいものだと切に思います。皆
さんも手洗い、うがい、マスクなど、できる
範囲の予防をお願いします。
　本日の卓話は、第一生命高知支社の山本多
美江さんによる「知って得する資産運営セミ
ナー」です。
◇親睦委員会より
　２月26日18時半から得月樓にて、猿田会員
の旭日双光章受章のお祝いを行います。皆さ
んの参加をお願いします。

◇会　長　報　告
・観梅夜間例会のはし

拳大会で、２位とな
　った前田会員に賞品

をお渡ししました。
◇週報の訂正
　職場例会での別役会
員の挨拶の中で「戊申」とあるのは間違いで
「戊辰」が正しい字です。訂正をお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・今週の土曜日13時半から三翠園でＩＭが開

催されます。東クラブは24名の参加です。
・赤い羽根共同募金からお礼状が届いていま

す。
・情報集会は10日から12日に開催します。基

本的には夜の会に登録をお願いします。

円。1,000万円を下回らない損益分岐点レー
トは96.67円。契約時レート109.58円から分岐
点レートの96.67円までの為替の影響は金利
の力で増やしていきます。そして、契約時
レートより円安になれば、為替の影響だけで
もさらに増えることになります。今までの最
も円安は160.15円、最も円高は75.32円、この
ぶれ幅が為替の差益、または差損のリスクに
なります。平均値は110.75円だと覚えておく
と、ご加入いただくタイミングを選ぶことも
できます。
　プレミアカレンシー・プラス２にはデイ
リーターゲットという特約が付加できます。
円での目標値を設定し、この目標値になった
時点で運用成果を確保して受け取ることがで
きる特約です。販売開始以来、約４万件のご
契約が目標値105～170％に到達しています。
最も目標値到達件数が多いのは110％、約２
万件の実績があります。また、目標値は満了
までいつでも何度でも変更可能です。運用の
実績や為替の状況がよければ、わずか１年
１ヵ月程度の期間で目標値を達成できること
もできます。
　次の、受け取りながら残すプレミアレシー
ブという商品は300万から預けることができ
る、定期支払い金付きの終身保険です。資金
を一括で預けていただいた後は、被保険者の
方が生存している限り、一生涯にわたり１年
に１回、定期支払い金が受け取れます。運用
通貨は米ドル、豪ドルのどちらかを選択でき
ますが、ユーロの取り扱いはしていません。
　この商品は積立利率が契約後10年間固定さ
れ、その後も10年ごとに見直しがあり、同じ
ように固定された定期支払い金が外貨建てで
保障されるので安心できます。受け取り方法
も、契約時に指定された契約者の口座に自動
で振り込まれますので、請求手続きなどは必
要ありません。手元にある資金を運用しなが
ら、一生涯の死亡保障をベースに持ち、万一
のときには、家族が死亡保険金として受け取
れるメリットがあります。死亡保険金の非課
税枠の活用にも最適な商品です。
　例えば70歳の男性が米ドルで運用し、日本
円で1,000万を預け、換算レートを109.58円と
した場合、為替に変動がなければ１年後、11
万9,000円を。リーマンショック当時の１ド

ル76円程度になったとしても、８万3,000円
が受け取れます。死亡保険金としては指定通
貨建てで、一時払い保険料相当額が最低保障
されることも、外貨で運用する面から考えて
安心できます。
　人生100年時代と言われて久しいのです
が、高知県でも100歳以上が700人を超える現
状を考えると、今のうちから将来の収入源と
して、毎年定期支払い金を受け取れるプレミ
アレシーブで備えておくことは大事だと思い
ます。また、この商品は被保険者の年齢や性
別によって定期支払い率が変わります。定期
支払い率の良さや相続の対策として、被保険
者をお子様にされる契約も増えています。契
約者は親、被保険者を子どもにして、途中で
契約者が死亡しても相続手続きを経て、契約
者を子どもに変更することで、引き続き定期
支払い金が受け取れます。受け取りながら残
すことに加えて、相続の準備にも活用できる
この商品は弊社でも１番人気の高い商品です。
　死亡保険金は原則として、受取人固有の財
産になりますので、遺産分割の準備として誰
にいくら残すのかを決められます。死亡保険
金は現金で受け取ることができ、生活資金や
納税資金等々、すぐに必要な資金として安心
して保有できます。契約形態によっては、死
亡保険金の非課税枠が適用され、500万円×
法定相続人の数までは非課税です。対象は契
約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人
が相続人であることが条件です。
　このように、生命保険を活用するメリット
も十分ある外貨建て保険を、皆さまに知って
いただき、資産運用や相続準備を始めるきっ
かけにしていただけたらと思います。ただ、
先ほどご紹介した二つの商品は、預ける上限
が９億円になっていますので、ご了承くださ
い。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,013,312円

43,200円

1,056,512円

7,822円

107円

7,929円

1,021,134円

43,307円

1,064,441円

チビニコ 合　計

２月12日
今期の累計

「知って得する
　　　資産運営セミナー」

◇ゲストスピーチ 第一生命高知支社  山本多美江 氏

　私は高知支社で相続コンサルタント業務を
行いながら、近年よく耳にする、長生きに備
えるためのセカンドライフのコンサルティン
グや資産形成のお手伝いをしています。特に
相続については、相続が発生してご相談を受
けるというよりも、発生する前に、ご自身の
意思で、どのように準備をしていけばよいか
というご相談を受けることが増えています。
　長生きに備えるための資産形成も、相続の
準備も円で十分な準備をすることが難しい現
状から、外貨建て生命保険の活用について、
第一生命では四つの商品をご案内しています。
増やして使う、受け取りながら残す、自分で
使う、家族に渡す、しっかり残す、と大きく
目的別に分かれています。今日はその中から
二つをご紹介します。
　プレミアカレンシー・プラス２は100万円
から預けることができ、増やして使うという

目的に最適な個人年金の商品です。まず、保
険料を一括でお預けいただき、運用期間を３
年、５年、６年、10年のうちから選択し、あ
とは運用期間の満了を待つだけ。この商品は
契約時に運用期間満了時の原資が指定通貨建
てで確定します。ゴールが約束されているの
で大きな安心につながります。運用通貨は米
ドル、豪ドルのどちらかを選択できますが、
ユーロの取り扱いはありません。運用期間満
了後は年金受け取り、一括受け取り、終身保
険に移行するなど、自身の状況に合わせるこ
とができるのも魅力です。
　例えば、米ドルで運用期間を10年とした場
合、積立利率は1.89％。契約時の円換算レー
トが109.58円として、1,000万円を預けると、
10年後、円換算額は為替の変動がなかった場
合、1,133万円。契約時から10円円安の場
合、1,237万円。10円円高の場合、1,030万

◇出席率報告

 ● 前川美智子　２月５日、得月楼の観梅夜間
例会では、ＳＡＡ、親睦委員会、事務局・河
野さんには大変お世話になりありがとうござ
いました。お陰様で、香長ＲＣとの合同夜間
例会を楽しみました。一つ反省、今年は全員
の集合写真を取り忘れました。残念です。
 ● 岡本淳一　先週の観梅夜間例会ありがとう
ございました。楽しい例会でした。前田さん、
はし拳大関おめでとうございます。
 ● 前田　博　はし拳大会準優勝、少しニコニ
コヘ。前川さん、写真いつもありがとう！
 ● 中平真理子　福岡さん、観梅会の写真あり
がとうございました。
 ● 松﨑郷輔　前川さん、観梅会での写真あり
がとうございます。
 ● 土居祐三　２週間ほど入院してました。健
康第一！昨日、我が家に小さなワンコがやっ
てきました。豆柴、とにかくかわいい。しか
し高かった、びっくり
 ● 中越貴宣　１月21日、高知新聞のとさビズ

のコーナーに掲載していただきましたが、そ
れ以降、例会に出席できていませんでした。
再来週の欠席のお詫びも兼ねてニコニコへ。
 ● 岡﨑勇樹　先週の観梅夜間例会のはし拳大
会では、松岡さんにははし拳大会のルール説
明、別役さんには審判をしていただきありが
とうございました！　
 ● 永野健生　誕生祝いありがとうございます。
 ● 後藤典行　お誕生日のお祝い品ありがとう
ございました。大切に使わせていただきます。
 ● 西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。相変わらず飛び回っています。
 ● 大川内孝典　家庭記念ありがとうございま
す。あれから35年目になりました。
 ● 野志征生　家庭記念日の品をいただきあり
がとうございます。お陰様で19年続いており
ます。
 ● 島村信一　家庭記念日ありがとうございま
す。娘が今年で10歳になりますので、多分、
結婚10年になったのかなぁ～！
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼、今年は年男で
す。
 ● サロンイースト　いつもお世話になってい
ます。ありがとうございます。
◇早退　１件

２月12日

１月29日

総数
－3 54

出席
44

欠席
5

メイク
アップ HC出席率

81.48％

出席率
90.20％2

ロータリー休日

　昨年の４月、家地川公
園の桜を見に行った。
　大正町へ四万十川に沿
って県道を上り、途中、
家地川という支流がある。
橋を渡って家地川に沿っ
て進むと佐賀ダムが見え
てくる。その傍が家地川
公園であった。満開の桜
が取り囲んでいた。ダム
も小さく、川に沿って桜
並木が続いている。満開
の桜の下を歩き、ダムの
橋も渡って周りの景色を
楽しんだ。家地川公園の

桜は四万十川沿いも含め、300本ぐらい。訪れる人もまばらでまた売店もない。しかし、のん
びりして静かなところである。春の空気を胸いっぱい吸い込んだ。
　この後、大正町まで足をのばした。川に沿って桜並木が続いている。桜も散り始め、桜吹
雪が飛んでいた。
　そして、四万十町に戻り、岩本寺に寄って拝観し、入口前にある和菓子屋さん松鶴堂で買
い物して食事は近くのお蕎麦屋さんでとった。

家地川公園の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

INTERCITY MEETING（Ｉ.Ｍ.）
2020年２月15日㈯　於：三翠園
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本日　２月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「タクシー業界の現状と未来」

岡本　淳一 会員

次週　３月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

早瀬　源慶 会員

第2454回　例会報告／令和２年２月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は私にとって、今年
初めての通常例会です。
改めて、今年度の後半期
を充実させ、来期につな
がるものにしていきたい

と思います。よろしくお願いします。
　さて、昨年末に中国の武漢に始まった新型
コロナウィルスの感染拡大は、まだ収まりそ
うになく、感染のスピードに驚かされます。
健康・生命の被害だけでなく、経済的な打撃
も大きな問題となっています。世界中で治療
や予防の研究が進んでいますが、一刻も早い
収束を祈りたいと思います。
　近年はSARSやPM2.5といった、ありがた
くないものがやってきていますが、ご存知の
ように中国からは、古くから日本の文化に影
響を与える素晴らしい物や文化が伝わってき
ています。お茶もその一つで、お茶を飲む習
慣や製法は平安時代に中国から伝わったとい
われています。その後、日本独特の茶の湯
「茶道」という文化が生まれました。今、明
智光秀を主人公にしたＮＨＫ大河ドラマで描
かれている戦国時代から安土桃山時代にかけ
て、織田信長をはじめ、多くの大名がこぞっ
て茶の湯をたしなみ、茶道具の蒐集などが流
行しています。そこから、千利休に代表され

る茶道が形づくられていきました。
　茶道は、亭主（あるいは主人）と客との一
体感、そして茶室や茶道具、掛け軸、花入
れ、香合などが一体となり「茶事」として進
行する時間・空間そのものから成り立ってい
ます。そして、その精神は、人をもてなすと
きに現れる心の美しさにあるとされています。
　「お点前」という言葉があります。これは
茶道で亭主（主人）がお茶を点てる一連の動
作・様式を言います。おおまかな流れとして
は、①水屋で準備して茶室の横にある茶道具
を整える場所に入る。②道具を清め、温める。
③お茶を点てる。④道具を清め、後始末する。
⑤退出する。このほかにも数多くの手順があ
りますが、この一連の作法が「お点前」です。
これら一つ一つの作法の根底にあるのは、お
客さまに対するおもてなしの心にほかありま
せん。
　例えば、お点前では清めるという動作を繰
り返しますが、これはお客さまに対して、安
全なお茶を提供していることを示すと同時に、
この動作を通して、亭主自身の心も清められ
るのです。さらに、この茶道からは、会席や
和菓子といった世界に誇る繊細な日本の食が
生まれています。茶道というと、とかく敷居
の高いものと思われがちですが、茶道の精神
は、折にふれて外国から称賛されるおもてな
しや、思いやり、奥ゆかしさといった日本人
の心として、息づいているのではないかと思
います。
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　今回の新型コロナウィルス感染という有事
にあっても、相次いだ大災害の度に発揮され
たように、私たちは代々受け継がれてきた日
本人の美徳と誇りを失うことなく、粛々と乗
り越えていきたいものだと切に思います。皆
さんも手洗い、うがい、マスクなど、できる
範囲の予防をお願いします。
　本日の卓話は、第一生命高知支社の山本多
美江さんによる「知って得する資産運営セミ
ナー」です。
◇親睦委員会より
　２月26日18時半から得月樓にて、猿田会員
の旭日双光章受章のお祝いを行います。皆さ
んの参加をお願いします。

◇会　長　報　告
・観梅夜間例会のはし

拳大会で、２位とな
　った前田会員に賞品

をお渡ししました。
◇週報の訂正
　職場例会での別役会
員の挨拶の中で「戊申」とあるのは間違いで
「戊辰」が正しい字です。訂正をお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・今週の土曜日13時半から三翠園でＩＭが開

催されます。東クラブは24名の参加です。
・赤い羽根共同募金からお礼状が届いていま

す。
・情報集会は10日から12日に開催します。基

本的には夜の会に登録をお願いします。

円。1,000万円を下回らない損益分岐点レー
トは96.67円。契約時レート109.58円から分岐
点レートの96.67円までの為替の影響は金利
の力で増やしていきます。そして、契約時
レートより円安になれば、為替の影響だけで
もさらに増えることになります。今までの最
も円安は160.15円、最も円高は75.32円、この
ぶれ幅が為替の差益、または差損のリスクに
なります。平均値は110.75円だと覚えておく
と、ご加入いただくタイミングを選ぶことも
できます。
　プレミアカレンシー・プラス２にはデイ
リーターゲットという特約が付加できます。
円での目標値を設定し、この目標値になった
時点で運用成果を確保して受け取ることがで
きる特約です。販売開始以来、約４万件のご
契約が目標値105～170％に到達しています。
最も目標値到達件数が多いのは110％、約２
万件の実績があります。また、目標値は満了
までいつでも何度でも変更可能です。運用の
実績や為替の状況がよければ、わずか１年
１ヵ月程度の期間で目標値を達成できること
もできます。
　次の、受け取りながら残すプレミアレシー
ブという商品は300万から預けることができ
る、定期支払い金付きの終身保険です。資金
を一括で預けていただいた後は、被保険者の
方が生存している限り、一生涯にわたり１年
に１回、定期支払い金が受け取れます。運用
通貨は米ドル、豪ドルのどちらかを選択でき
ますが、ユーロの取り扱いはしていません。
　この商品は積立利率が契約後10年間固定さ
れ、その後も10年ごとに見直しがあり、同じ
ように固定された定期支払い金が外貨建てで
保障されるので安心できます。受け取り方法
も、契約時に指定された契約者の口座に自動
で振り込まれますので、請求手続きなどは必
要ありません。手元にある資金を運用しなが
ら、一生涯の死亡保障をベースに持ち、万一
のときには、家族が死亡保険金として受け取
れるメリットがあります。死亡保険金の非課
税枠の活用にも最適な商品です。
　例えば70歳の男性が米ドルで運用し、日本
円で1,000万を預け、換算レートを109.58円と
した場合、為替に変動がなければ１年後、11
万9,000円を。リーマンショック当時の１ド

ル76円程度になったとしても、８万3,000円
が受け取れます。死亡保険金としては指定通
貨建てで、一時払い保険料相当額が最低保障
されることも、外貨で運用する面から考えて
安心できます。
　人生100年時代と言われて久しいのです
が、高知県でも100歳以上が700人を超える現
状を考えると、今のうちから将来の収入源と
して、毎年定期支払い金を受け取れるプレミ
アレシーブで備えておくことは大事だと思い
ます。また、この商品は被保険者の年齢や性
別によって定期支払い率が変わります。定期
支払い率の良さや相続の対策として、被保険
者をお子様にされる契約も増えています。契
約者は親、被保険者を子どもにして、途中で
契約者が死亡しても相続手続きを経て、契約
者を子どもに変更することで、引き続き定期
支払い金が受け取れます。受け取りながら残
すことに加えて、相続の準備にも活用できる
この商品は弊社でも１番人気の高い商品です。
　死亡保険金は原則として、受取人固有の財
産になりますので、遺産分割の準備として誰
にいくら残すのかを決められます。死亡保険
金は現金で受け取ることができ、生活資金や
納税資金等々、すぐに必要な資金として安心
して保有できます。契約形態によっては、死
亡保険金の非課税枠が適用され、500万円×
法定相続人の数までは非課税です。対象は契
約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人
が相続人であることが条件です。
　このように、生命保険を活用するメリット
も十分ある外貨建て保険を、皆さまに知って
いただき、資産運用や相続準備を始めるきっ
かけにしていただけたらと思います。ただ、
先ほどご紹介した二つの商品は、預ける上限
が９億円になっていますので、ご了承くださ
い。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,013,312円

43,200円

1,056,512円

7,822円

107円

7,929円

1,021,134円

43,307円

1,064,441円

チビニコ 合　計

２月12日
今期の累計

「知って得する
　　　資産運営セミナー」

◇ゲストスピーチ 第一生命高知支社  山本多美江 氏

　私は高知支社で相続コンサルタント業務を
行いながら、近年よく耳にする、長生きに備
えるためのセカンドライフのコンサルティン
グや資産形成のお手伝いをしています。特に
相続については、相続が発生してご相談を受
けるというよりも、発生する前に、ご自身の
意思で、どのように準備をしていけばよいか
というご相談を受けることが増えています。
　長生きに備えるための資産形成も、相続の
準備も円で十分な準備をすることが難しい現
状から、外貨建て生命保険の活用について、
第一生命では四つの商品をご案内しています。
増やして使う、受け取りながら残す、自分で
使う、家族に渡す、しっかり残す、と大きく
目的別に分かれています。今日はその中から
二つをご紹介します。
　プレミアカレンシー・プラス２は100万円
から預けることができ、増やして使うという

目的に最適な個人年金の商品です。まず、保
険料を一括でお預けいただき、運用期間を３
年、５年、６年、10年のうちから選択し、あ
とは運用期間の満了を待つだけ。この商品は
契約時に運用期間満了時の原資が指定通貨建
てで確定します。ゴールが約束されているの
で大きな安心につながります。運用通貨は米
ドル、豪ドルのどちらかを選択できますが、
ユーロの取り扱いはありません。運用期間満
了後は年金受け取り、一括受け取り、終身保
険に移行するなど、自身の状況に合わせるこ
とができるのも魅力です。
　例えば、米ドルで運用期間を10年とした場
合、積立利率は1.89％。契約時の円換算レー
トが109.58円として、1,000万円を預けると、
10年後、円換算額は為替の変動がなかった場
合、1,133万円。契約時から10円円安の場
合、1,237万円。10円円高の場合、1,030万

◇出席率報告

 ● 前川美智子　２月５日、得月楼の観梅夜間
例会では、ＳＡＡ、親睦委員会、事務局・河
野さんには大変お世話になりありがとうござ
いました。お陰様で、香長ＲＣとの合同夜間
例会を楽しみました。一つ反省、今年は全員
の集合写真を取り忘れました。残念です。
 ● 岡本淳一　先週の観梅夜間例会ありがとう
ございました。楽しい例会でした。前田さん、
はし拳大関おめでとうございます。
 ● 前田　博　はし拳大会準優勝、少しニコニ
コヘ。前川さん、写真いつもありがとう！
 ● 中平真理子　福岡さん、観梅会の写真あり
がとうございました。
 ● 松﨑郷輔　前川さん、観梅会での写真あり
がとうございます。
 ● 土居祐三　２週間ほど入院してました。健
康第一！昨日、我が家に小さなワンコがやっ
てきました。豆柴、とにかくかわいい。しか
し高かった、びっくり
 ● 中越貴宣　１月21日、高知新聞のとさビズ

のコーナーに掲載していただきましたが、そ
れ以降、例会に出席できていませんでした。
再来週の欠席のお詫びも兼ねてニコニコへ。
 ● 岡﨑勇樹　先週の観梅夜間例会のはし拳大
会では、松岡さんにははし拳大会のルール説
明、別役さんには審判をしていただきありが
とうございました！　
 ● 永野健生　誕生祝いありがとうございます。
 ● 後藤典行　お誕生日のお祝い品ありがとう
ございました。大切に使わせていただきます。
 ● 西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。相変わらず飛び回っています。
 ● 大川内孝典　家庭記念ありがとうございま
す。あれから35年目になりました。
 ● 野志征生　家庭記念日の品をいただきあり
がとうございます。お陰様で19年続いており
ます。
 ● 島村信一　家庭記念日ありがとうございま
す。娘が今年で10歳になりますので、多分、
結婚10年になったのかなぁ～！
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼、今年は年男で
す。
 ● サロンイースト　いつもお世話になってい
ます。ありがとうございます。
◇早退　１件

２月12日

１月29日

総数
－3 54

出席
44

欠席
5

メイク
アップ HC出席率

81.48％

出席率
90.20％2

ロータリー休日

　昨年の４月、家地川公
園の桜を見に行った。
　大正町へ四万十川に沿
って県道を上り、途中、
家地川という支流がある。
橋を渡って家地川に沿っ
て進むと佐賀ダムが見え
てくる。その傍が家地川
公園であった。満開の桜
が取り囲んでいた。ダム
も小さく、川に沿って桜
並木が続いている。満開
の桜の下を歩き、ダムの
橋も渡って周りの景色を
楽しんだ。家地川公園の

桜は四万十川沿いも含め、300本ぐらい。訪れる人もまばらでまた売店もない。しかし、のん
びりして静かなところである。春の空気を胸いっぱい吸い込んだ。
　この後、大正町まで足をのばした。川に沿って桜並木が続いている。桜も散り始め、桜吹
雪が飛んでいた。
　そして、四万十町に戻り、岩本寺に寄って拝観し、入口前にある和菓子屋さん松鶴堂で買
い物して食事は近くのお蕎麦屋さんでとった。

家地川公園の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

INTERCITY MEETING（Ｉ.Ｍ.）
2020年２月15日㈯　於：三翠園
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本日　２月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「タクシー業界の現状と未来」

岡本　淳一 会員

次週　３月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

早瀬　源慶 会員

第2454回　例会報告／令和２年２月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は私にとって、今年
初めての通常例会です。
改めて、今年度の後半期
を充実させ、来期につな
がるものにしていきたい

と思います。よろしくお願いします。
　さて、昨年末に中国の武漢に始まった新型
コロナウィルスの感染拡大は、まだ収まりそ
うになく、感染のスピードに驚かされます。
健康・生命の被害だけでなく、経済的な打撃
も大きな問題となっています。世界中で治療
や予防の研究が進んでいますが、一刻も早い
収束を祈りたいと思います。
　近年はSARSやPM2.5といった、ありがた
くないものがやってきていますが、ご存知の
ように中国からは、古くから日本の文化に影
響を与える素晴らしい物や文化が伝わってき
ています。お茶もその一つで、お茶を飲む習
慣や製法は平安時代に中国から伝わったとい
われています。その後、日本独特の茶の湯
「茶道」という文化が生まれました。今、明
智光秀を主人公にしたＮＨＫ大河ドラマで描
かれている戦国時代から安土桃山時代にかけ
て、織田信長をはじめ、多くの大名がこぞっ
て茶の湯をたしなみ、茶道具の蒐集などが流
行しています。そこから、千利休に代表され

る茶道が形づくられていきました。
　茶道は、亭主（あるいは主人）と客との一
体感、そして茶室や茶道具、掛け軸、花入
れ、香合などが一体となり「茶事」として進
行する時間・空間そのものから成り立ってい
ます。そして、その精神は、人をもてなすと
きに現れる心の美しさにあるとされています。
　「お点前」という言葉があります。これは
茶道で亭主（主人）がお茶を点てる一連の動
作・様式を言います。おおまかな流れとして
は、①水屋で準備して茶室の横にある茶道具
を整える場所に入る。②道具を清め、温める。
③お茶を点てる。④道具を清め、後始末する。
⑤退出する。このほかにも数多くの手順があ
りますが、この一連の作法が「お点前」です。
これら一つ一つの作法の根底にあるのは、お
客さまに対するおもてなしの心にほかありま
せん。
　例えば、お点前では清めるという動作を繰
り返しますが、これはお客さまに対して、安
全なお茶を提供していることを示すと同時に、
この動作を通して、亭主自身の心も清められ
るのです。さらに、この茶道からは、会席や
和菓子といった世界に誇る繊細な日本の食が
生まれています。茶道というと、とかく敷居
の高いものと思われがちですが、茶道の精神
は、折にふれて外国から称賛されるおもてな
しや、思いやり、奥ゆかしさといった日本人
の心として、息づいているのではないかと思
います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今回の新型コロナウィルス感染という有事
にあっても、相次いだ大災害の度に発揮され
たように、私たちは代々受け継がれてきた日
本人の美徳と誇りを失うことなく、粛々と乗
り越えていきたいものだと切に思います。皆
さんも手洗い、うがい、マスクなど、できる
範囲の予防をお願いします。
　本日の卓話は、第一生命高知支社の山本多
美江さんによる「知って得する資産運営セミ
ナー」です。
◇親睦委員会より
　２月26日18時半から得月樓にて、猿田会員
の旭日双光章受章のお祝いを行います。皆さ
んの参加をお願いします。

◇会　長　報　告
・観梅夜間例会のはし

拳大会で、２位とな
　った前田会員に賞品

をお渡ししました。
◇週報の訂正
　職場例会での別役会
員の挨拶の中で「戊申」とあるのは間違いで
「戊辰」が正しい字です。訂正をお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・今週の土曜日13時半から三翠園でＩＭが開

催されます。東クラブは24名の参加です。
・赤い羽根共同募金からお礼状が届いていま

す。
・情報集会は10日から12日に開催します。基

本的には夜の会に登録をお願いします。

円。1,000万円を下回らない損益分岐点レー
トは96.67円。契約時レート109.58円から分岐
点レートの96.67円までの為替の影響は金利
の力で増やしていきます。そして、契約時
レートより円安になれば、為替の影響だけで
もさらに増えることになります。今までの最
も円安は160.15円、最も円高は75.32円、この
ぶれ幅が為替の差益、または差損のリスクに
なります。平均値は110.75円だと覚えておく
と、ご加入いただくタイミングを選ぶことも
できます。
　プレミアカレンシー・プラス２にはデイ
リーターゲットという特約が付加できます。
円での目標値を設定し、この目標値になった
時点で運用成果を確保して受け取ることがで
きる特約です。販売開始以来、約４万件のご
契約が目標値105～170％に到達しています。
最も目標値到達件数が多いのは110％、約２
万件の実績があります。また、目標値は満了
までいつでも何度でも変更可能です。運用の
実績や為替の状況がよければ、わずか１年
１ヵ月程度の期間で目標値を達成できること
もできます。
　次の、受け取りながら残すプレミアレシー
ブという商品は300万から預けることができ
る、定期支払い金付きの終身保険です。資金
を一括で預けていただいた後は、被保険者の
方が生存している限り、一生涯にわたり１年
に１回、定期支払い金が受け取れます。運用
通貨は米ドル、豪ドルのどちらかを選択でき
ますが、ユーロの取り扱いはしていません。
　この商品は積立利率が契約後10年間固定さ
れ、その後も10年ごとに見直しがあり、同じ
ように固定された定期支払い金が外貨建てで
保障されるので安心できます。受け取り方法
も、契約時に指定された契約者の口座に自動
で振り込まれますので、請求手続きなどは必
要ありません。手元にある資金を運用しなが
ら、一生涯の死亡保障をベースに持ち、万一
のときには、家族が死亡保険金として受け取
れるメリットがあります。死亡保険金の非課
税枠の活用にも最適な商品です。
　例えば70歳の男性が米ドルで運用し、日本
円で1,000万を預け、換算レートを109.58円と
した場合、為替に変動がなければ１年後、11
万9,000円を。リーマンショック当時の１ド

ル76円程度になったとしても、８万3,000円
が受け取れます。死亡保険金としては指定通
貨建てで、一時払い保険料相当額が最低保障
されることも、外貨で運用する面から考えて
安心できます。
　人生100年時代と言われて久しいのです
が、高知県でも100歳以上が700人を超える現
状を考えると、今のうちから将来の収入源と
して、毎年定期支払い金を受け取れるプレミ
アレシーブで備えておくことは大事だと思い
ます。また、この商品は被保険者の年齢や性
別によって定期支払い率が変わります。定期
支払い率の良さや相続の対策として、被保険
者をお子様にされる契約も増えています。契
約者は親、被保険者を子どもにして、途中で
契約者が死亡しても相続手続きを経て、契約
者を子どもに変更することで、引き続き定期
支払い金が受け取れます。受け取りながら残
すことに加えて、相続の準備にも活用できる
この商品は弊社でも１番人気の高い商品です。
　死亡保険金は原則として、受取人固有の財
産になりますので、遺産分割の準備として誰
にいくら残すのかを決められます。死亡保険
金は現金で受け取ることができ、生活資金や
納税資金等々、すぐに必要な資金として安心
して保有できます。契約形態によっては、死
亡保険金の非課税枠が適用され、500万円×
法定相続人の数までは非課税です。対象は契
約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人
が相続人であることが条件です。
　このように、生命保険を活用するメリット
も十分ある外貨建て保険を、皆さまに知って
いただき、資産運用や相続準備を始めるきっ
かけにしていただけたらと思います。ただ、
先ほどご紹介した二つの商品は、預ける上限
が９億円になっていますので、ご了承くださ
い。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,013,312円

43,200円

1,056,512円

7,822円

107円

7,929円

1,021,134円

43,307円

1,064,441円

チビニコ 合　計

２月12日
今期の累計

「知って得する
　　　資産運営セミナー」

◇ゲストスピーチ 第一生命高知支社  山本多美江 氏

　私は高知支社で相続コンサルタント業務を
行いながら、近年よく耳にする、長生きに備
えるためのセカンドライフのコンサルティン
グや資産形成のお手伝いをしています。特に
相続については、相続が発生してご相談を受
けるというよりも、発生する前に、ご自身の
意思で、どのように準備をしていけばよいか
というご相談を受けることが増えています。
　長生きに備えるための資産形成も、相続の
準備も円で十分な準備をすることが難しい現
状から、外貨建て生命保険の活用について、
第一生命では四つの商品をご案内しています。
増やして使う、受け取りながら残す、自分で
使う、家族に渡す、しっかり残す、と大きく
目的別に分かれています。今日はその中から
二つをご紹介します。
　プレミアカレンシー・プラス２は100万円
から預けることができ、増やして使うという

目的に最適な個人年金の商品です。まず、保
険料を一括でお預けいただき、運用期間を３
年、５年、６年、10年のうちから選択し、あ
とは運用期間の満了を待つだけ。この商品は
契約時に運用期間満了時の原資が指定通貨建
てで確定します。ゴールが約束されているの
で大きな安心につながります。運用通貨は米
ドル、豪ドルのどちらかを選択できますが、
ユーロの取り扱いはありません。運用期間満
了後は年金受け取り、一括受け取り、終身保
険に移行するなど、自身の状況に合わせるこ
とができるのも魅力です。
　例えば、米ドルで運用期間を10年とした場
合、積立利率は1.89％。契約時の円換算レー
トが109.58円として、1,000万円を預けると、
10年後、円換算額は為替の変動がなかった場
合、1,133万円。契約時から10円円安の場
合、1,237万円。10円円高の場合、1,030万

◇出席率報告

 ● 前川美智子　２月５日、得月楼の観梅夜間
例会では、ＳＡＡ、親睦委員会、事務局・河
野さんには大変お世話になりありがとうござ
いました。お陰様で、香長ＲＣとの合同夜間
例会を楽しみました。一つ反省、今年は全員
の集合写真を取り忘れました。残念です。
 ● 岡本淳一　先週の観梅夜間例会ありがとう
ございました。楽しい例会でした。前田さん、
はし拳大関おめでとうございます。
 ● 前田　博　はし拳大会準優勝、少しニコニ
コヘ。前川さん、写真いつもありがとう！
 ● 中平真理子　福岡さん、観梅会の写真あり
がとうございました。
 ● 松﨑郷輔　前川さん、観梅会での写真あり
がとうございます。
 ● 土居祐三　２週間ほど入院してました。健
康第一！昨日、我が家に小さなワンコがやっ
てきました。豆柴、とにかくかわいい。しか
し高かった、びっくり
 ● 中越貴宣　１月21日、高知新聞のとさビズ

のコーナーに掲載していただきましたが、そ
れ以降、例会に出席できていませんでした。
再来週の欠席のお詫びも兼ねてニコニコへ。
 ● 岡﨑勇樹　先週の観梅夜間例会のはし拳大
会では、松岡さんにははし拳大会のルール説
明、別役さんには審判をしていただきありが
とうございました！　
 ● 永野健生　誕生祝いありがとうございます。
 ● 後藤典行　お誕生日のお祝い品ありがとう
ございました。大切に使わせていただきます。
 ● 西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。相変わらず飛び回っています。
 ● 大川内孝典　家庭記念ありがとうございま
す。あれから35年目になりました。
 ● 野志征生　家庭記念日の品をいただきあり
がとうございます。お陰様で19年続いており
ます。
 ● 島村信一　家庭記念日ありがとうございま
す。娘が今年で10歳になりますので、多分、
結婚10年になったのかなぁ～！
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼、今年は年男で
す。
 ● サロンイースト　いつもお世話になってい
ます。ありがとうございます。
◇早退　１件

２月12日

１月29日

総数
－3 54

出席
44

欠席
5

メイク
アップ HC出席率

81.48％

出席率
90.20％2

ロータリー休日

　昨年の４月、家地川公
園の桜を見に行った。
　大正町へ四万十川に沿
って県道を上り、途中、
家地川という支流がある。
橋を渡って家地川に沿っ
て進むと佐賀ダムが見え
てくる。その傍が家地川
公園であった。満開の桜
が取り囲んでいた。ダム
も小さく、川に沿って桜
並木が続いている。満開
の桜の下を歩き、ダムの
橋も渡って周りの景色を
楽しんだ。家地川公園の

桜は四万十川沿いも含め、300本ぐらい。訪れる人もまばらでまた売店もない。しかし、のん
びりして静かなところである。春の空気を胸いっぱい吸い込んだ。
　この後、大正町まで足をのばした。川に沿って桜並木が続いている。桜も散り始め、桜吹
雪が飛んでいた。
　そして、四万十町に戻り、岩本寺に寄って拝観し、入口前にある和菓子屋さん松鶴堂で買
い物して食事は近くのお蕎麦屋さんでとった。

家地川公園の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

INTERCITY MEETING（Ｉ.Ｍ.）
2020年２月15日㈯　於：三翠園
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本日　２月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「タクシー業界の現状と未来」

岡本　淳一 会員

次週　３月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

早瀬　源慶 会員

第2454回　例会報告／令和２年２月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は私にとって、今年
初めての通常例会です。
改めて、今年度の後半期
を充実させ、来期につな
がるものにしていきたい

と思います。よろしくお願いします。
　さて、昨年末に中国の武漢に始まった新型
コロナウィルスの感染拡大は、まだ収まりそ
うになく、感染のスピードに驚かされます。
健康・生命の被害だけでなく、経済的な打撃
も大きな問題となっています。世界中で治療
や予防の研究が進んでいますが、一刻も早い
収束を祈りたいと思います。
　近年はSARSやPM2.5といった、ありがた
くないものがやってきていますが、ご存知の
ように中国からは、古くから日本の文化に影
響を与える素晴らしい物や文化が伝わってき
ています。お茶もその一つで、お茶を飲む習
慣や製法は平安時代に中国から伝わったとい
われています。その後、日本独特の茶の湯
「茶道」という文化が生まれました。今、明
智光秀を主人公にしたＮＨＫ大河ドラマで描
かれている戦国時代から安土桃山時代にかけ
て、織田信長をはじめ、多くの大名がこぞっ
て茶の湯をたしなみ、茶道具の蒐集などが流
行しています。そこから、千利休に代表され

る茶道が形づくられていきました。
　茶道は、亭主（あるいは主人）と客との一
体感、そして茶室や茶道具、掛け軸、花入
れ、香合などが一体となり「茶事」として進
行する時間・空間そのものから成り立ってい
ます。そして、その精神は、人をもてなすと
きに現れる心の美しさにあるとされています。
　「お点前」という言葉があります。これは
茶道で亭主（主人）がお茶を点てる一連の動
作・様式を言います。おおまかな流れとして
は、①水屋で準備して茶室の横にある茶道具
を整える場所に入る。②道具を清め、温める。
③お茶を点てる。④道具を清め、後始末する。
⑤退出する。このほかにも数多くの手順があ
りますが、この一連の作法が「お点前」です。
これら一つ一つの作法の根底にあるのは、お
客さまに対するおもてなしの心にほかありま
せん。
　例えば、お点前では清めるという動作を繰
り返しますが、これはお客さまに対して、安
全なお茶を提供していることを示すと同時に、
この動作を通して、亭主自身の心も清められ
るのです。さらに、この茶道からは、会席や
和菓子といった世界に誇る繊細な日本の食が
生まれています。茶道というと、とかく敷居
の高いものと思われがちですが、茶道の精神
は、折にふれて外国から称賛されるおもてな
しや、思いやり、奥ゆかしさといった日本人
の心として、息づいているのではないかと思
います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今回の新型コロナウィルス感染という有事
にあっても、相次いだ大災害の度に発揮され
たように、私たちは代々受け継がれてきた日
本人の美徳と誇りを失うことなく、粛々と乗
り越えていきたいものだと切に思います。皆
さんも手洗い、うがい、マスクなど、できる
範囲の予防をお願いします。
　本日の卓話は、第一生命高知支社の山本多
美江さんによる「知って得する資産運営セミ
ナー」です。
◇親睦委員会より
　２月26日18時半から得月樓にて、猿田会員
の旭日双光章受章のお祝いを行います。皆さ
んの参加をお願いします。

◇会　長　報　告
・観梅夜間例会のはし

拳大会で、２位とな
　った前田会員に賞品

をお渡ししました。
◇週報の訂正
　職場例会での別役会
員の挨拶の中で「戊申」とあるのは間違いで
「戊辰」が正しい字です。訂正をお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・今週の土曜日13時半から三翠園でＩＭが開

催されます。東クラブは24名の参加です。
・赤い羽根共同募金からお礼状が届いていま

す。
・情報集会は10日から12日に開催します。基

本的には夜の会に登録をお願いします。

円。1,000万円を下回らない損益分岐点レー
トは96.67円。契約時レート109.58円から分岐
点レートの96.67円までの為替の影響は金利
の力で増やしていきます。そして、契約時
レートより円安になれば、為替の影響だけで
もさらに増えることになります。今までの最
も円安は160.15円、最も円高は75.32円、この
ぶれ幅が為替の差益、または差損のリスクに
なります。平均値は110.75円だと覚えておく
と、ご加入いただくタイミングを選ぶことも
できます。
　プレミアカレンシー・プラス２にはデイ
リーターゲットという特約が付加できます。
円での目標値を設定し、この目標値になった
時点で運用成果を確保して受け取ることがで
きる特約です。販売開始以来、約４万件のご
契約が目標値105～170％に到達しています。
最も目標値到達件数が多いのは110％、約２
万件の実績があります。また、目標値は満了
までいつでも何度でも変更可能です。運用の
実績や為替の状況がよければ、わずか１年
１ヵ月程度の期間で目標値を達成できること
もできます。
　次の、受け取りながら残すプレミアレシー
ブという商品は300万から預けることができ
る、定期支払い金付きの終身保険です。資金
を一括で預けていただいた後は、被保険者の
方が生存している限り、一生涯にわたり１年
に１回、定期支払い金が受け取れます。運用
通貨は米ドル、豪ドルのどちらかを選択でき
ますが、ユーロの取り扱いはしていません。
　この商品は積立利率が契約後10年間固定さ
れ、その後も10年ごとに見直しがあり、同じ
ように固定された定期支払い金が外貨建てで
保障されるので安心できます。受け取り方法
も、契約時に指定された契約者の口座に自動
で振り込まれますので、請求手続きなどは必
要ありません。手元にある資金を運用しなが
ら、一生涯の死亡保障をベースに持ち、万一
のときには、家族が死亡保険金として受け取
れるメリットがあります。死亡保険金の非課
税枠の活用にも最適な商品です。
　例えば70歳の男性が米ドルで運用し、日本
円で1,000万を預け、換算レートを109.58円と
した場合、為替に変動がなければ１年後、11
万9,000円を。リーマンショック当時の１ド

ル76円程度になったとしても、８万3,000円
が受け取れます。死亡保険金としては指定通
貨建てで、一時払い保険料相当額が最低保障
されることも、外貨で運用する面から考えて
安心できます。
　人生100年時代と言われて久しいのです
が、高知県でも100歳以上が700人を超える現
状を考えると、今のうちから将来の収入源と
して、毎年定期支払い金を受け取れるプレミ
アレシーブで備えておくことは大事だと思い
ます。また、この商品は被保険者の年齢や性
別によって定期支払い率が変わります。定期
支払い率の良さや相続の対策として、被保険
者をお子様にされる契約も増えています。契
約者は親、被保険者を子どもにして、途中で
契約者が死亡しても相続手続きを経て、契約
者を子どもに変更することで、引き続き定期
支払い金が受け取れます。受け取りながら残
すことに加えて、相続の準備にも活用できる
この商品は弊社でも１番人気の高い商品です。
　死亡保険金は原則として、受取人固有の財
産になりますので、遺産分割の準備として誰
にいくら残すのかを決められます。死亡保険
金は現金で受け取ることができ、生活資金や
納税資金等々、すぐに必要な資金として安心
して保有できます。契約形態によっては、死
亡保険金の非課税枠が適用され、500万円×
法定相続人の数までは非課税です。対象は契
約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人
が相続人であることが条件です。
　このように、生命保険を活用するメリット
も十分ある外貨建て保険を、皆さまに知って
いただき、資産運用や相続準備を始めるきっ
かけにしていただけたらと思います。ただ、
先ほどご紹介した二つの商品は、預ける上限
が９億円になっていますので、ご了承くださ
い。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,013,312円

43,200円

1,056,512円

7,822円

107円

7,929円

1,021,134円

43,307円

1,064,441円

チビニコ 合　計

２月12日
今期の累計

「知って得する
　　　資産運営セミナー」

◇ゲストスピーチ 第一生命高知支社  山本多美江 氏

　私は高知支社で相続コンサルタント業務を
行いながら、近年よく耳にする、長生きに備
えるためのセカンドライフのコンサルティン
グや資産形成のお手伝いをしています。特に
相続については、相続が発生してご相談を受
けるというよりも、発生する前に、ご自身の
意思で、どのように準備をしていけばよいか
というご相談を受けることが増えています。
　長生きに備えるための資産形成も、相続の
準備も円で十分な準備をすることが難しい現
状から、外貨建て生命保険の活用について、
第一生命では四つの商品をご案内しています。
増やして使う、受け取りながら残す、自分で
使う、家族に渡す、しっかり残す、と大きく
目的別に分かれています。今日はその中から
二つをご紹介します。
　プレミアカレンシー・プラス２は100万円
から預けることができ、増やして使うという

目的に最適な個人年金の商品です。まず、保
険料を一括でお預けいただき、運用期間を３
年、５年、６年、10年のうちから選択し、あ
とは運用期間の満了を待つだけ。この商品は
契約時に運用期間満了時の原資が指定通貨建
てで確定します。ゴールが約束されているの
で大きな安心につながります。運用通貨は米
ドル、豪ドルのどちらかを選択できますが、
ユーロの取り扱いはありません。運用期間満
了後は年金受け取り、一括受け取り、終身保
険に移行するなど、自身の状況に合わせるこ
とができるのも魅力です。
　例えば、米ドルで運用期間を10年とした場
合、積立利率は1.89％。契約時の円換算レー
トが109.58円として、1,000万円を預けると、
10年後、円換算額は為替の変動がなかった場
合、1,133万円。契約時から10円円安の場
合、1,237万円。10円円高の場合、1,030万

◇出席率報告

 ● 前川美智子　２月５日、得月楼の観梅夜間
例会では、ＳＡＡ、親睦委員会、事務局・河
野さんには大変お世話になりありがとうござ
いました。お陰様で、香長ＲＣとの合同夜間
例会を楽しみました。一つ反省、今年は全員
の集合写真を取り忘れました。残念です。
 ● 岡本淳一　先週の観梅夜間例会ありがとう
ございました。楽しい例会でした。前田さん、
はし拳大関おめでとうございます。
 ● 前田　博　はし拳大会準優勝、少しニコニ
コヘ。前川さん、写真いつもありがとう！
 ● 中平真理子　福岡さん、観梅会の写真あり
がとうございました。
 ● 松﨑郷輔　前川さん、観梅会での写真あり
がとうございます。
 ● 土居祐三　２週間ほど入院してました。健
康第一！昨日、我が家に小さなワンコがやっ
てきました。豆柴、とにかくかわいい。しか
し高かった、びっくり
 ● 中越貴宣　１月21日、高知新聞のとさビズ

のコーナーに掲載していただきましたが、そ
れ以降、例会に出席できていませんでした。
再来週の欠席のお詫びも兼ねてニコニコへ。
 ● 岡﨑勇樹　先週の観梅夜間例会のはし拳大
会では、松岡さんにははし拳大会のルール説
明、別役さんには審判をしていただきありが
とうございました！　
 ● 永野健生　誕生祝いありがとうございます。
 ● 後藤典行　お誕生日のお祝い品ありがとう
ございました。大切に使わせていただきます。
 ● 西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。相変わらず飛び回っています。
 ● 大川内孝典　家庭記念ありがとうございま
す。あれから35年目になりました。
 ● 野志征生　家庭記念日の品をいただきあり
がとうございます。お陰様で19年続いており
ます。
 ● 島村信一　家庭記念日ありがとうございま
す。娘が今年で10歳になりますので、多分、
結婚10年になったのかなぁ～！
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼、今年は年男で
す。
 ● サロンイースト　いつもお世話になってい
ます。ありがとうございます。
◇早退　１件

２月12日

１月29日

総数
－3 54

出席
44

欠席
5

メイク
アップ HC出席率

81.48％

出席率
90.20％2

ロータリー休日

　昨年の４月、家地川公
園の桜を見に行った。
　大正町へ四万十川に沿
って県道を上り、途中、
家地川という支流がある。
橋を渡って家地川に沿っ
て進むと佐賀ダムが見え
てくる。その傍が家地川
公園であった。満開の桜
が取り囲んでいた。ダム
も小さく、川に沿って桜
並木が続いている。満開
の桜の下を歩き、ダムの
橋も渡って周りの景色を
楽しんだ。家地川公園の

桜は四万十川沿いも含め、300本ぐらい。訪れる人もまばらでまた売店もない。しかし、のん
びりして静かなところである。春の空気を胸いっぱい吸い込んだ。
　この後、大正町まで足をのばした。川に沿って桜並木が続いている。桜も散り始め、桜吹
雪が飛んでいた。
　そして、四万十町に戻り、岩本寺に寄って拝観し、入口前にある和菓子屋さん松鶴堂で買
い物して食事は近くのお蕎麦屋さんでとった。

家地川公園の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

INTERCITY MEETING（Ｉ.Ｍ.）
2020年２月15日㈯　於：三翠園


