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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、多数のご出席をい
ただきありがとうございま
す。3月13日からマスク着用
は、個人の主体的な選択を尊
重し、個人の判断が基本と厚
生労働省からメッセージが出されました。
また、本日の例会から学校形式の席の配置
を、本来の円卓に戻させていただきました。
　さて、本日は「奨学金」の制度について
お話したいと思います。
　現在のロータリー米山記念奨学会の制度
では、成績は大変優秀ではあるが、経済的
に大変恵まれている海外の学生に奨学金を
お渡ししているという現状があります。
　それに対し、現在の日本では、格差が大
きく広がり、学業優秀であるにもかかわら
ず経済的に困窮している学生が少なくない
という実情があります。それに対応する形
で佐賀RCならびに福岡RCでは、独自の奨
学金制度を運営しておられます。
　先々週にも一度ご報告しましたが、2023
年2月25日に、佐賀ロータリークラブ創立70
周年記念式典祝賀会にお招きいただきまし
た。佐賀RCは、福岡RCと佐世保RCをスポ
ンサークラブとして、70年前に佐賀県初の
RＣとして発足されています。親クラブとし
て、佐賀RC会長福岡桂様、福岡RC副会長
武内英一郎様が両隣という恵まれた席にて、
各クラブが独自に行っている「奨学金」の

制度について、詳しくお聴きしましたので、
あらためてここで皆様にご紹介したいと思
います。

【佐賀ロータリークラブ
未来人財奨学金制度について】

　佐賀ロータリークラブの70周年記念事業
の中で印象に残ったのが、この度創設され
た「佐賀ロータリークラブ未来人財奨学金
制度」です。
　「目的」は、佐賀市内の高等学校に在籍し
ている人格・学業ともに優れた生徒で、経
済的理由により修学困難な生徒に奨学金を
給付し社会有用の人材を育成することです。
　「内容」は、基金を全額スマイルボックス
（ニコニコ箱）から拠出して、公益財団法人
佐賀未来創造基金に委託し、2023年度より
10年間、毎年5名の生徒に対して奨学金を給
付するものです。対象は高校3年生で、その
金額は月額1万円を、年に2回に分けて6万円
ずつ給付されます。一人当たり12万円×5名
分で年間予算60万円を、10年間継続して行
う内容になっています。10年分で600万円の
予算です。
　「これまでの経緯」としては、昭和60年度
に公益信託佐賀ロータリークラブ奨学金制
度を創設され、これまで38年間で176名の
高校生に奨学金を給付してこられましたが、
2022年度末をもってこれを終了し新たな奨
学金制度を創設されたというものです。

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 44名・欠席 29名・（免除者欠席 14名）・ビジター 0 名・出席率 60.27 ％

《 3月 1日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 48名・欠席 25名・（免除者欠席 12名）・メークアップ 4 名・修正出席率 83.87 ％
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【福岡ロータリークラブの
奨学金制度について】

　隣席におられた福岡RC副会長の武内英一
郎様より、「財団法人福岡ロータリークラブ
奨学会」について、お話を伺いました。
　福岡RCでは、福岡市内の高校生に対し、
毎年8名を対象に奨学金を給付されていま
す。成績や経済的事情を審査の上、1年生
の時に選ばれた奨学生は、毎月13,000円を、
卒業するまでの3年間給付されます。給付方
法は、3か月に一度、福岡RCの例会に出席
して、食事も一緒にした上で、現金で給付
するというものです。
　1学年8名×3学年＝24名。24名×156,000
円＝3,744,000円に、例会での食事代や、ク
リスマス家族会への招待などの予算を加え
ると400万円を超える年間予算をかけておら
れます。13,000円という月額の根拠は、高
校無償化される前の、公立高校の学費を基
にしたものです。現在、公立高校は無償化
されていますが、参考図書の購入費用や、
修学旅行の費用として役立てるなどされて
いるそうです。片親家庭などの経済的に困
窮している生徒さんにとっては、この金額
でも非常に有効な支援になっているという
ことでした。
　今年90周年を迎えられる福岡RCは、この
制度を60年間継続されています。これまで
に500名を超える奨学生が社会に巣立ち、非
公開ですが卒業された奨学生の名簿があり、
医師や教師をはじめ立派な社会人として活
躍されているそうです。福岡RCのメンバー
は、この名簿を見ると感動して、やってよ
かったとの思いを共有しているそうです。
　奨学金を給付するだけでなく、例会に招
いた際には、担当委員会のメンバーによる
20分程度の卓話や、茶道によるお茶会など
も企画され、奨学金の給付のみならず育成
に力を入れているそうです。
　ちなみに福岡RCの会員数は130名。青少
年育成のための基金は1億2千万を積み上げ、
過去はその金利で事業を行っていたそうで
すが、現在は低金利のため、この基金から

ではなく、毎年の会費予算の中からの拠出
と、ニコニコボックスからの拠出によって
賄っているそうです。
　福岡RCは4月19日に90周年記念式典祝賀
会を予定されており、佐世保RCを代表して
出席を予定しています。

【福岡の若者事情】
　ちなみに、奨学生を成績で選考すると、
女子ばかりになってしまうという傾向があ
るそうです。
　そして余談ですが、福岡市には、九州全
域から若者が集まってきていますが、若い
女性の人口比率が1割程度多いそうです。
　それには理由があり、九州全県の男性は、
東京・大阪・福岡と別れて都会に出ますが、
女性は親元に近いところに置いておきたい
という保護者の意向があって、東京・大阪
に行く人数は少なくなり、結果として福岡
に女性が集中している傾向があるそうです。
つまり、若い男子は福岡では確実にモテる
そうです。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.台南扶輪社	 会長　王慶君	Poze	さん
　会長エレクト	 林永豐	Richard	さん
　七十周年実行委員長	 林振欽	Tweed	さん
　�創立七十周年記念行事のご案内（事前ご
案内）
　前夜祭　　2024年1月10日㈬
　　　　　　4：30�PM�受付開始
　　　　　　場所�Silks�Place�Tainan
　記念式典　2024年1月11日㈭
　　　　　　4：00�PM�受付開始
　　　　　　場所�Silks�Place�Tainan
　Silks�Place�Tainanホテルの住所
　No.�1,�He�Yi�Rd.,�West�Central�Dist.,
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　Tainan�City�700,�Taiwan
　TEL:�+886-6-213-6290
　FAX:�+886-6-215-9290

2.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　★ハイライトよねやま276号★
　2023年3月13日発行

3.ホストクラブ　佐世保東南RC
　�第49回佐世保市内RC親睦ゴルフ大会準備
委員会開催のご案内
　日時　2023年4月7日㈮ 14：00〜
　場所　セントラルホテル佐世保

ロータリー３分間情報
会員増強・職業分類委員会
	 委員長　長野　哲也
　皆さんは駐車場の誘導員を
した事がありますでしょう
か。
　我が社では、年に2回「蔵
開き」というイベントを催し
ており、車での来場者を誘導する事があり
ます。今年2月11 ・12日には2日間で1万人
弱にお越し頂きました。会社は立地的に不
便な場所にある為、JRハウステンボス駅か
ら無料シャトルバスを運行してはいるので
すが、車でお越し頂くお客様が非常に多い
状況です。会社側に50台、近くの川沿いに
50台程駐車スペースを用意するのですが、
ピーク時には徒歩5分の宮中学校グランドも
駐車場として使わせて頂いております。
　お陰様で会場は賑わい、人気の酒を買う
為に列に並んだり、抽選会場でも列に並ん
だりトイレまで行列しています。ですが不
平を言う方は殆どなく素晴らしい協調性を
見せて頂きトラブルもありません。
　そんな素晴らしいお客様なのに車に乗る
と我儘なお客様に変貌する方が多く見られ
ます。「もっと近くに止められるだろう」「老
人に歩かせる気か」一方通行をお願いして
いる場所でも「こっちが近いから入口から

出させろ」などなど仰ります。
　私の予想ですが、車に乗り自分のスペー
スが確保出来ると「我」が出やすくなるの
ではないでしょうか。
　またあおり運転の加害者側はトラックや
高級セダンが多く、被害者側は軽自動車や
女性ドライバーが多い傾向があるそうです。
皆さんも車の運転の際には、横柄な態度に
ならないように気を付けて下さい。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　山口　幸生

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、中島　　顕 さん
山口　幸生 さん、庭木　香充 さん
出端　隆治 さん、廣瀬　章博 さん
筒井　和彦 さん、大塚　隆夫 さん
山口　健二 さん、永瀬　徳豊 さん
鈴木　清輝 さん、安福　竜介 さん
大久保利博 さん、古賀　　巖 さん
福田　金治 さん、米倉洋一郎 さん
田中丸善保 さん、松本　祐明 さん
坂元　　崇 さん、船越　　温 さん
坂根　　毅 さん、長野　哲也 さん
陣内　純英 さん、指山　　立 さん
　新会員前田真一さんの卓話に期待してニ
コニコします。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 26,000円
� 累　　計� 846,000円
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卓　　　　話
「自己紹介、いちよし証券について、

NISA制度について」

新会員　前田　真一	さん
（いちよし証券㈱　福岡支店長）

　皆様こんにちは。
　いちよし証券の前田です。
私は昨年の10月に人事異動で
九州へ赴任させていただきま
した。
　歴史と伝統ある佐世保ロータリークラブ
へは11月より加入させていただいておりま
す。
　現在は弊社いちよし証券の福岡支店長に
加えて、唐津、武雄、佐世保、諫早の支店
長も兼務しており、毎日様々な地域に赴い
ております。その中で、本日は佐世保RCに
て卓話の機会を頂きまして大変光栄です。
　私の生まれは大阪府で、小学生の頃から
サッカーのみを特技とし、熱中してまいり
ました。高校はサッカー留学で島根県私立
淞南学園高等学校に進学し、3年間寮生活を
行いながら、大好きなサッカー漬けの日々
でした。寮とはいえども掃除や洗濯は自身
で行わなければならなく、15歳の私にとっ
てはそれまでの親の有難みをとても実感し
たことをよく覚えております。
　3年生の時に全国高校サッカー選手権大会
へ出場することもでき、残念ながらオープ
ニングゲームで大敗いたしましたが、私の
人生におきまして、とても有意義な3年間で
した。

　大学卒業後は弊社いちよし証券に入社、
現在設立73年となり、全国52カ店の支店網
がございます。
　証券マンは必ず新入社員の時はゼロから
の新規開拓（飛び込み営業）を学び、様々
な方々との出会いが自身を成長させてくれ
るものと、若いころはよく先輩に教えてい
ただきました。

　実際、名刺1枚あればどのようなお方にも
会いに行ける。とても醍醐味のある仕事だ
と実感しております。
　弊社には『売れる商品でも売らない信念』
＝お客様も理解できないような、中長期的
な資産形成にそぐわないような商品は取り
扱わないという原則があり、20年来実践し
ております。
　もう一つ、『お客様独自のオーダーを仕立
てる信念』＝ニーズの多様化により、お客
様一人一人に寄り添い、オンリーワンのパー
トナーとなれるような会社を目指しており
ます。

　最後に、今話題のNISA（ニーサ）正式名
称（小額投資非課税制度）が来年より抜本
的に拡充・恒久化した制度に移行されます。
　NISAとは投資から得られる利益に対する
税金が非課税となり、税制優遇を受けるこ
とができる制度です。
　昨年より高等教育でも金融教育が必須科
目になるなど、国民の自助努力が求められ
る時代となっております。
　使う、使わないは人それぞれではありま
すが、18歳以上の日本国民に与えられた税
制優遇策でありますので、最近は会社や組
織の福利厚生の一環で説明を求められる機
会も増えてまいりました。
　今後、説明会やセミナーの機会など、求
めて頂きましたら出張セミナーを随時開催
させていただきますので、いちよし証券の
前田をご用命いただければ幸いです。
　今後も佐世保RCの皆様から様々なことを
学び、成長してまいりたいと考えておりま
すので、ご指導ご鞭撻のほど、どうかよろ
しくお願いいたします。
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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

（今週の担当：中村　真弥）
（カメラ担当：大塚　隆夫）

＊今後の例会予定＊�
 3月22日� させぼパール・シー株式会社
� 九十九島水族館海きらら
� 水族館事業部 部長 秋山　　仁�様
　　29日� �観桜例会
� （ホテルオークラJRハウステンボス
� 18：30〜）
 4月 5日� 株式会社長崎ヴェルカ
� 代表取締役社長　伊藤　拓摩�様
　　12日� ミセスジャパン2022�日本大会
� ファイナリスト�中村亜紀子�様
　　19日� E-basyo（居場所）みんなでワハハ
� 代表　藤田　直子�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、�
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。

 
  

今、話題の NISAってなに？ 

本資料は NISAについて最新の税制に基づいて作成したものですが、情報の正確性・完全性を保障するものではありません。税制は将来変
更されることがあります。税制に関する具体的な対策については所轄税務署や税理士等専門家にご相談ください。有価証券投資は経済動
向や相場の状況の変化により損失を生じることがあります。商品ごとにリスクや手数料等の費用は異なりますので、契約締結前書面等をよ
くお読みください。また投資に関する最終判断・決定はお客様ご自身でなさるようお願いいたします。 

参考資料 

裏面もご覧ください。 

NISAのキホン 

NISAは、2014年からスタートした「少額投資非課税制度」。 
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託の配当金 

及び売買益等が非課税になる制度です。 

 
2024年から制度が変わる？ 
 

日本では、投資から得られた利益に対して、通常 20.315%の税金が掛かります。 
しかしNISAを利用すると、これがゼロになります。 

NISA
に ー さ

＝少額
しょうがく

投資
と う し

非課税
ひ か ぜ い

制度
せ いど

 

配当金や 
売買益等が 
非課税！ 

少額の 
投資から 

はじめられる 

2024年から 
新しいNISAが 
スタート！ 

通常の運用で 

受け取れる金額は約８万円 

NISA口座で運用の場合、 

受け取れる金額は１０万円 

20,315円※の税金が利益から差し引かれる NISA口座の利益は非課税！ 

※100,000円×20.315% 

投資をして 10万円の利益となった 

※手数料は加味していません。 

NISA問合せ専用フリーダイヤル 

0120-757-144 
受付時間 8:30～17:00（土日祝日等を除く） 

いちよしのNISA 

 

商号等／いちよし証券株式会社 金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第 24号 加入協会／日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
2023年 1月いちよし証券作成（AC160123X） 

１.  口座開設の条件 

NISA口座は、日本国内にお住まいで、口座

開設年の 1月 1日現在で 18歳以上の方な

らどなたでも開設できます。 

現行NISAの 9つのポイント 

 

2. 口座開設手続き 

現在、証券会社に「特定口座・一般口座」をお

持ちでも「NISA 口座」を開設できます。 
ただし、現在お持ちの口座にお預けの上場

株式や株式投資信託等を NISA 口座に移

すことはできません。 3. NISA口座は原則 1人 1口座 

NISA 口座は、原則 1 人 1 口座。NISA 口

座を開設する金融機関の変更は 1 年単位で

しか行えません。 

(買付けができるのは各年 1 つの NISA 口

座のみです。) 4. 非課税枠 

NISA 口座の利用限度額（非課税枠）は一般

NISA年間 120万円・つみたてNISA年間

40万円です。※1 

非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すこと

はできません。 

5. 売却 

NISA 口座で購入した上場株式や株式投資

信託は、いつでも売却できます。 

6. 非課税枠の再利用 

NISA 口座で一度利用した非課税枠は売却して

も復活しません。※2 

7. 損益通算 

NISA 口座の損失は、NISA 口座以外(一般口

座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や

配当金等との損益通算はできず、その損失の繰

越控除(3年間)もできません。 

8. 配当金の取扱い 

NISA 口座で保有している上場株式等の配当

金を非課税にするためには、配当金の受取り方

を「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方

式)」にする必要があります。 

税制改正により、NISA制度は 2024年から変わります！ 

9. 一般NISAとつみたて NISAは選択制※3 

一般 NISA とつみたて NISA は選択制となりま

す。同一年中は、両方を設定することはできませ

ん。 

※1 2024年からは成長投資枠年間 240万円・つみたて投資枠 

年間 120万円となります。 

※2 2024年からの新しい NISAの成長投資枠では、買い付けた 

商品を売却した場合、その商品の取得価額分だけ非課税投資枠 

が翌年に復活します。 

※3 2024年から成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能と 

なります。（成長投資枠は 1,200万円まで） 


