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第1776 回例会

先週（第1775回例会）の記録

点鐘  

会長会務

２０１７年９月８日（金）12:30 ～ 13:30
    

ロータリーソング“我等の生業”
会食（洋食）
会長会務  

    

＊ビジター・ゲスト紹介
米山奨学生

李

明圓さん

＊今週は木原副会長に会長会務をお願いします。
＊暦の上では秋ですが、まだまだ油断できない暑
さが続くと思います。この時期は夏の疲れが溜
まり、体調を崩しやすい時期ですので、体調管
理には気をつけて残り少ない夏を元気に過ごし
ましょう。
＊名前入り新入会員バナーが届きましたので、
山田光成会員にお渡しいたします。
＊９月の誕生祝いを差し上げます。
松島

勇会員

森本和夫会員

バースディソング斉唱
幹事報告  

    

＊理事会報告。
＊ロータリーの友９月号、ガバナー月信Ｎ o.3 を
配布。
＊例会終了後、クラブ奉仕委員長会議を開催いた
します。
委員会報告  

    

＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊社会奉仕委員会
＊雑誌委員会
＊ゴルフ同好会
卓話「自己紹介」   


＊その他
    
会員

山下朋宏さん

２０１７年９月１日（金）12:30～13:30

本日より生馬美津雄会員復帰されております。
「農村に励む夫婦が私達」は私のつぶやき思いで
す。米作りも年とともに気力と体力の衰えを感じ
ていますが、夫婦仲良く気合を入れながら頑張っ
ています。
９月は基本的教育と識字率向上月間・ロータ
リーの友月間です。今の世界、教育を受ける事が
できない就学適齢期の子供が 5700 万人。読み
書きできない成人は 7 億 7400 万人、その 2/3
は女性。ロータリーでは「基本的教育と識字率向
上」が重点分野の１つとなっておりますので認識
願います。
指名委員会を 9 月 7 日 ( 木 )18:30 より開催
します。メンバーの方は宜しくお願いします。
幹事報告
１.10 月 22 日 ( 日 ) 倉敷地区大会参加者確認。
麻木・伊藤・岩崎・岡田・岡本・狩野・木原・坂本・
田中章・田中好・西尾正・葉狩・平野・本荘・
牧浦・宮本・森・森下・森原・山下朋・山下竜・
山村・油谷・山田・倭島・松島の会員の皆様と
米山奨学生・事務局含め計 28 名の予定。
貸切大型バスで移動、時間は後日連絡します。
取消変更締切は 9 月 8 日迄。それ以降返金なし。
登録料 12,000 円は 9 月 15 日に集めます。
２．岡山南 RC 創立 60 周年記念誌回覧
出席率
９月 １日 会員５３名 欠席 8 名 84.62%
８月１８日 メーキャップ
２名 88.24%
９月を出席率 100% 推進月間として、９月８日
例会 100% 出席率を目指します。欠席者は砂丘
清掃や例会変更などのメーキャップ対応お願いし
ます。
メーキャップ会員
８月２２日 金本勝彦 大田原俊輔 森 雅道の
各会員 鳥取北ＲＣへ
スマイル
＊倭島昭博会員／①東部 5RC ゴルフ幹事クラブ
として田中好会員・平井会員・狩野会員早々の

案内文作成有難うございます。②生馬さんのお
顔が見えて嬉しいです。お元気になられました
か？完全完治する迄は余り無理をされないよう
に気をつけて下さい。③第２班 IDM 平野ﾘｰﾀﾞｰ、
宮本世話人と出席された方々大変ご苦労様でし
た。２次会では山下卓治様、多田様美味しいお
酒有難うございました。感謝。
＊松島 勇会員／①伊木さん、卓話楽しみにして
います。②生馬さん、元気になられ出席有難う
ございます。
＊生馬美津雄会員／①自分の不注意で長い間休み
ました。全快にはまだまだですが、今日から出
席しますのでよろしく。②完全にリタイヤをし
て 6 年経ちました。( 創業記念日 )
＊田中章夫会員／① 9 月 30 日桂塩鯛の独演会
を開催します。お出かけいただければ幸いです。
チケットは私または岡田会員までお願いしま
す。②生馬さん、復帰おめでとうございます。
＊金田卓也会員／生馬さん、復帰おめでとうござ
います。
＊森下哲也会員／①秋となり朝晩が涼しくなりま
した。②豪州に勝った日本サッカーおめでと
う！③生馬さんお待ちしていました。④伊木さ
ん、分かりやすい卓話をお願いします。⑤ 35
周年何とかもっています。( 結婚記念日 )
＊牧浦康寛会員／①生馬さん、復帰おめでとうご
ざいます。②伊木さん、卓話楽しみにしており
ます。③結婚記念日。
＊岡田信俊会員／生馬会員の復帰をお祝いして。
＊児島 良会員／生馬さん、復帰お待ちしていま
した。
＊小林 一会員／生馬さん、怪我からの復帰良
かったですね。
＊山下卓治会員・平野敏和会員・坂本 直会員・
山下竜一会員／ＩＤＭ第 2 班の皆様、お世話
になりました。
＊宮本孟尚会員／ＩＤＭ第 2 班の皆様、ありが
とうございました。
＊瀧本浩志会員／結婚記念日 27 年、これからも
頑張ります。
＊平井義一会員／ありがとうございます。わずか
6 年ですが少しずつ積み上げていきます。娘も
4 歳になりますし ･･･。( 結婚記念日 )
＊山根宗信会員／結婚 10 年目になります。時間
( ﾄｷ ) の経つのは早いです。( 結婚記念日 )
＊森 雅道会員／ 19 年目になりました。20 年
までは頑張ります。( 結婚記念日 )
＊狩野義仁会員／ ( 結婚記念日 )
＊早退２件
合計５２，０００円
＊Ｒ財団特別寄付：１件
＊米山特別寄付：１件
国際奉仕委員会 山下聖児前委員長
9 月 17 日 ( 日 )13 時体験ダイビング実施し
ます。
10 名迄可能です。米山奨学生李さん参加予定。

卓話「私のＦＰ活動」

会員 伊木恭憲さん
私は青谷生まれの青谷育ち
で、鳥取商業高校時代は野球
部に所属していましたが補欠
でした。
鳥取銀行 20 年勤務後生命
保険営業 6 年を経て、2009
年に㈱ＦＰブレーンを設立し、
生命保険代理店業とファイナ
ンシャルプランニング業を営
んでいます。私 1 人がファイナンシャルプラン
ニングをし、FP 相談・講演等をしています。
キャッシュフロー診断をもとにマネープランニ
ングをサポートしています。一生涯にかかる費用
( コスト ) やマネープラン、時系列人生の収支状
況等お客さまに合わせて相談・アドバイスを行
なっています。
講義の方も鳥取大学と連携した講座で講師をさ
せていただいたり、子供のイベントに家庭教育セ
ミナーをさせていただいたりしています。
鳥取県では「とっとり子育て魅力発信事業」と
して鳥取県の魅力をアピールしています。子供が
都会に出ていってしまう傾向。年齢別人口のデー
タでも全国的に団塊世代→団塊ジュニアの後の団
塊ジュニアの子供が減っており、鳥取県は特にそ
の層が極端に少ない傾向にあります。
その状況の中、私は「鳥取県で暮らしたら」と
いう人生収支シュミレーションを表しながら、暮
らしやすい鳥取をアピールしています。実際に住
宅・教育費や老後環境等生涯のお金の収支を比較
してみても東京とほとんど変わりありません。
時間も空間もゆったり、のびやかな環境で、都
道府県別各種データにおいても、待機児童数ゼロ、
出産費用 33.5 万、交通事故 239 件等それぞれ
全国第 1 位であります。
私の活動が日経新聞や日本海新聞で掲載された
り、テレビでもＮＨＫローカルニュース、日本海
ケーブルテレビでも放送されました。
鳥取大学で講義させていただいた時、受講した
大学生にアンケートを実施しました。受講前の就
職希望はほとんどが県外希望であったのが、私の
講義受講後県内県外とほぼ同数になりました。や
はりもっと鳥取の良さをアピールしていかなけれ
ばと感じたアンケート結果でした。
2015 年 12 月 9 日にＮＨＫの「クローズアッ
プ現代」で地方移住をテーマに放映され、私も取
材を受け、2 秒だけでしたが出演いたしました。
全国で消滅可能都市と言われている都市が 896
カ所もありますが、鳥取県では 2014 年移住者
総数が 1246 人 (6 年間で 4344 人 ) と人口に
対して割合が高くこのＮＨＫの取材となりまし
た。
このＦＰを使って子供たちに授業という動きが
今は他県 ( 山形・福井・山口他 ) まで出てきており、
やってきていることが他県まで広がってきたこと
を実感しています。今後も鳥取県の良さをＦＰを
通じて伝え、お金を使わずコツコツ貯める ( 消費
に回らない ) 鳥取で就職する学生を増やせるよう
努力していきたいと思います。
次週例会予定
２０１７年９月１５日（金）第１７７７回例会
クラブフォーラム「ＩＤＭの総括」
( 編集者 狩野義仁 )

