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●司会……廣瀬ＳＡＡ  

●点鐘……山口幸太会長 

●国家……「君が代」斉唱 
●ロータリーソング   瀧上ソングリーダー 

「奉仕の理想」 

○本日のメニュー   洋食 

 

 

 

 

長島親睦活動委員長 

 

熊本誠司様   （東京赤坂ＲＣ） 

 

町田喜江様   （川崎大師ＲＣ） 
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長島親睦活動副委員長 

  

上原尚子会員（1日）  久住奈美会員 （18日） 

中村紀美子会員（22日） 伊藤弘志会員 （22日） 

                 

 

山口幸太会長 

 

先日、財布を落としてしまいました。 

1．日本で財布を落とした場合、見つかる確率はどのくら

い？ 

 日本では、「60%以上の確率」で落とした財布がつかる

と言われています。 つまり、不幸にも財布を落と して

しまったとしても、 １０回に６回以上は自分の元に戻っ

てくるという計算になりますね。 もし誰かに盗まれてし

まった、置き引きされてしまったという場合は、 返って

くる確率は大幅に下がると考えたほうが良いでしょう。 

2．財布を落としてから見つかるまでの日数は？ 

 財布を落としてから見つかるまでの日数は、多くの場

合「１日以内」と言われています。 財布を落としてしま

ったとしても、当日中に見つかるというケースが多いと

いうことです。 １日以内でなかった場合でも、２日目以

降で見つかることももちろんあります。 ただし、日数が

経過するほど見つかりにくくなると思っておいた方がよ

さそうです。 落とした場所や状況などにもよりますが、

１週間ほど経っても見つからない場合は、見つかる可能

性は少なくなるかもしれません。 

3．【財布が戻ってきた時】拾ってくれた人へのお礼や謝

礼はどうすればいいの？ 

 財布（お金）を拾った人は、お礼や謝礼として拾った

金額の５％～２０％を受け取る権利があります。 ただし、

謝礼の受け取りを辞退される人が多いそうです。厚意で

拾ってくれる方が多いということですね。 私が財布を落

とした時も、警察の方から、「拾った人は謝礼不要とのこ

とですので。」と言われました。 そのため、拾ってくれ

た人へのお礼や謝礼は不要であることが多いです。 もし

お礼や謝礼を行う場合は、「報労金（ほうろうきん）」と

して書類を記入し、拾ってくれた人とのやり取りを行い

ます。 

4．日本で財布を落とした時に戻ってくる確率が高いこと

と国民性の関係 

 日本では財布を落とした時に戻ってくる確率が高いと

言われていますが、国民性との関係はあるのでしょうか。 

ある調査によると、財布を落とした場合、財布が落とし

物として届けられた確率は、 東京では８０％で、ニュー

ヨークでは１０％だったそうです。 そのことから、日本

の国民性は関係していそうですね。 「落とし物は交番に

届ける」という国民習慣が日本では根付いていると考え

ることができるかと思います。 

 

 

坂本将平幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

  ありません。 

◎ 週報を送ってくださったRC 

     ありません。 

◎ 本日の配布物 

     会報 8/22分 

ガバナー月信 前期最終号、9月分 

  

 

 

山口会長 

昨年度のＲ財団への寄付の認証について 

ポールハリスフェロー（年次基金寄付） 

マルチプルポールハリスフェロー第二次（3000㌦） 

伊藤康人会員 

 ポールハリスフェロー（1000㌦）  阿野順一会員 

    

 

伊藤康人職業奉仕委員長 

10月3日(月)の職場訪問、本所防災館（防災体験ツ

アー）を行います。詳細は後程連絡します。 

 

安東地区ゴルフ実行副委員長 

10月12日(水)地区大会チャリティーゴルフ大会が

行われます。ご協力、参加をお願いします。 

 

谷中社会奉仕委員長 

市民まつり11/4.5.6に参加申し込みを完了しまし

た。揚げ餅とやきそばを販売予定です。 

 

 

 

坂本竜麻副会長 
 

町田喜江様…いつも母がお世話になっております。 

（川崎大師ＲＣ） 

山口会員……皆様こんにちは。3年ぶりの市民祭りをク

ラブ全員で成功させたいと思いますので、

ご協力宜しくお願い致します。 

望月さん、本日は宜しくお願い致します。 

9月の誕生日 

幹事報告 

会長報告 

委員会報告 

スマイルレポート 
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坂本(将)会員…皆様こんにちは。 

本日は望月様、熊本様ようこそいらっしゃ

いませ。卓話楽しみにしております。 

川島会員……①暑さも峠を越えたようです。空はすっか

り秋ですね。 

②望月様卓話楽しみにしております。 

関 会員……銀座「サボン」のママ水口素子さんによる

雑誌「プレジデント」のコラムを紳士のた

しなみの参考として毎回読んでいました。 

本日の卓話もまた参考になればと期待し

ています。 

増山会員……まだまだ残暑が厳しき折、土、日曜も相談税

申告で元気に頑張っています。 

銀座のママさんようこそ！楽しみにしていま

す。たまに銀座にいきたいな！ 

松本会員……望月様卓話楽しみにしています。 

中村(紀)会員…望月様ようこそ卓話楽しみです。 

森川会員……皆様こんにちは。望月様よろしくお願い致

します。 

幸太君、努さんお世話になりました。 

伊藤(康)会員…望月様本日は楽しみです。色々ご教示下さ

い。今後の参考にさせていただきます‼ 

石川会員……森崎さん、眞智子さん昨日は楽しい一日あ

りがとうございました。望月様本日の卓話

よろしくお願い致します。 

木村会員……今日も暑いです。望月様本日は楽しみにし

て参りました。よろしくお願い申し上げま

す。 

佐野会員……志村ガバナー本日はよろしくお願い致し

ます。 

上原会員……またまたお久しぶりになってしまいまし

た。本日は、望月様卓話とっても楽しみに

致しております。 

阿野会員……皆さんこんにちは。日航ホテルでの例会にも

慣れてきましたが油断するとついサンピアン

に行ってしまいそうになります…。 

安東会員……望月様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。大変楽しみにしております。 

牧島会員……8月30日に平和委員会のフェローとしてや

てきたアナスアリハマスさんを迎えに成

田空港まで行ってきました。なかなかの人

物でした。 

本多会員……なんだか久しぶりの例会の気がします。 

9月の例会は３回とも外部卓話でお送りしま

す。皆様楽しみに今月はいらして下さい。 

その第一弾として本日は、東京赤坂ロータリ

ークラブより望月明美様に卓話頂きます。 

望月様ご来訪ありがとうございます。楽しみ

に拝聴いたします。 

石田会員……大分涼しくなってきましたね。財団の世界

平和センターの留学生アリーナさんを

8/26，アナスさんを8/30に出迎え、9/3(土)

に歓迎オリエンテーションを東京でしま

した。また、彼等を例会に呼び卓話しても

らえるようにしたいです。報告でした！ 

本日卓話望月様大変楽しみにしておりま

す‼ 

栁町会員……皆様お久しぶりです。望月様本日の卓話よろ

しくお願い致します。 

萩原会員……望月様ようこそ。卓話よろしくお願い致し

ます。 

長島会員……コロナ感染人数も減ってきて親睦活動が

動きやすくなりました。本日の卓話を楽し

いにしています。望月様宜しくお願い致し

ます。 

森崎会員……皆様９月に入りました。ゴルフも少し涼し

くなりましたが、きのうはかなり汗をかき

ました。今日の卓話、望月様よろしくお願

い致します。楽しみです。 

瀧上会員……週末に町内会の公園掃除をしてきました。

バッタを３０匹ほど捕まえ、子供たちと遊

んでしたので町内会ではバッタおばさん

と呼ばれているようです。不本意です。 
坪井会員……望月様ようこそいらっしゃいました。卓話楽

しみにしています。 

坂本(竜)会員…望月様本日はよろしくお願いします。 

 

 
 

 

 

「銀座クラブの未来と、私の実践」 

東京赤坂ロータリークラブ   

望月明美様 
  

  

 

 

 

 

1635回 25件 27,000円 累計 161件 286,000円 

卓 話 
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今週の担当者         上原会員 

写真            坪井会員 
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