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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 7月30日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 8 月 ）

会員増強・新クラブ結成推進月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年8月6日
第1071回（本年度 第6回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会員増強・維持委員会卓話
辻 義光 委員長
■松川雅典ガバナー補佐、
郡悦清ガバナー補佐エレクト訪問日
■懇談会 11：30〜 オパールルーム
■第1回クラブ協議会 13：40〜 オパールルーム
※次週、
8月13日
（木）
の例会は休会日です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 8/20 のお知らせ
♬SONG 「浜辺の歌」
:
●卓話
犬飼 直之 会員
■第3回9月度理事会 13：40〜 サファイアルーム

皆さんこんにちは
本日は、長浜ロータリークラブの小堀仁様、
ゲストの坂本恵様ようこ
そお越しいただきありがとうございます。
どうぞごゆっくりお過ごしく
ださい。
本日の卓話も引き続き、
「奉仕の一世紀」―国際ロータリー物語―を
ご紹介したいと思っています。先週は、第2章「種は蒔かれた」の一回
目をご紹介しました。
今週は、
「種は蒔かれた」第2回目ということになります。
1905年2月23日、
ポール・ハリスとシルベスター・シールは、親睦とビ

幹事報告 (7/30)

2014-15年度第1070回（第5回例会）

幹事 檜皮 悦子

■本日は井戸本会員の卓話になっております。
井戸本会員宜しくお願いいたします。
同日18：00より淀川邸にて下岡直前会長。辻直前幹
事の慰労会がございます。
■8月1日（土）
クラブ広報委員長会議が13：30から薬
業年金会館301にて開催されます。山本広報・雑誌委
員長が出席されます。
■8月6日
（木）松川ガバナー補佐・郡ガバナー補佐エレ

ジネスを推進する構想について、共通の顧客である
ガスターバス・ローアとその友人であるハイラム・
ショーレーを誘い4人での会合を持った。
自己紹介が始まり、各自がシカゴに来たいきさつなど
を話したところ、
その経緯はよく似ていた。4人とも都
市での真の友情のいない空虚さ、欲得ずくの商売態
度、私生活や仕事で信頼できる人物が出来ない悩み
があった。
そして、
どのクラブとも違うクラブの結成を提案した。
「私たちが皆かつて田舎町で味わった相互協力と打
ち解けた親睦という非常に単純な構想が基本のクラ
ブである。」

クトの公式訪問日です。
会員増強・維持委員会卓話になっております。辻義光
委員長宜しくお願いいたします。
特別月間（8月）名称変更が連絡あり
「会員増強・拡大
月間」⇒「会員増強・新クラブ結成推進月間」になりま
した。
又13：45〜第一回協議会が開催されます。
■8月8日
（土）
クラブ国際奉仕委員長会議が13：30より
薬業年金会館で開催されます。辻一夫国際奉仕委員
長宜しくお願いいたします。
■8月13日
（木）休会になっております。
■8月20日
（木）11：00よりクラブ戦略計画委員会が開
催されます。

2回目の会合では、新しくハリー・ラグルス、
ビル・ジェ
ンセン、
アル・ホワイトの3名が加わった。

13：45分より第3回理事会が開催されます。理事役員
の皆さまご出席宜しくお願いいたします。

3回目の会合には、15名が出席した。
ここで歴史的に
意義のある集会となった。最初の議題である。名称を
どうするかということだった。

同日18：30より社会・青少年奉仕委員会・国際奉仕
委員会の合同委員会がホテルニューオータニにて開
催いたします。

ペーパーに書いていますが、
たくさんの候補がでまし
た。最後にポール・ハリスが「ロータリー・クラブ」
では
どうかな？と提案し、
これが全会一致で可決された。

■8月22日
（土）第一回クラブ社会奉仕委員長会議が薬

そして、会費については、徴収しないことに決めた。会
費は、会合欠席などの悪行を犯した会員から徴収す
る罰金で賄うとしています。

■8月29日
（土）地区財団セミナーが13：30よりYMCA

業年金会館にて9：30より開催されます。安達社会・青
少年奉仕委員長宜しくお願いいたします。
にて開催されます。

また、新入会員は既存会員の一人でも反対すれば、
誰も入会できず、既存会員も1年間有効で会員身分
を更新するためには、4分の3以上の賛成票が必要と
された。

本日のメニュー

そして、親睦を推進する目的で、会員は互いにファー
ストネームだけで呼び合うとし、
「ミスター」等の敬称
を使えば罰金が課される。
きわどい冗談も罰金の対
象とされた。
1911年1月にシカゴ・ロータリー・クラブはシャーマン
ホテルを恒久的な例会場にしたところまでを掲載し
ています。
ゆっくりとお読みいただければと思います。
以上で会長の時間を終わります。
ありがとうございま
した。

先

附 もろこし豆腐

蒸し物

海鮮玉地

にぎり寿司

赤出汁

平成27年度税制改正の概要

井戸本 泰次 会員
○国際課税については
BEPSへの対応と富裕層の海外移転問題への対応
○個人課税関係については
1）祖父母・父母からの次世代への資産移転の加速
①NISAの上限を100万円→120万円（資料1）
②J-NISAの新設
③結婚･子育て資金の一括贈与1,000万円
1金融機関で1兆円を終えている
（資料2）
平成27年度税制改正は、安倍内閣の方針であるデフレ
脱却と経済成長を主眼においた改正となっている。
参考資料参照

④住宅取得資産等資金に係る贈与税の非課税の
延長（資料3）
2）富裕層に対する課税の強化
①国外転出時の譲渡所得課税（資料4）

○「成長志向」
第1は法人税率の実効税率を30％以下に切り下げ、
海外との実効税率格差を無くすことを目指している。
○地方創生の課題
①東京23区からの地方脱出に対する優遇措置
一極集中の緩和

②財産債務調書（資料5）
③国外財産調書（25年度改正）1年以下の懲役ま
たは50万円以下の罰金
●マイナンバー制度の概要
日本税理士連合会のリーフレット
詳しくは内閣府特定個人情報保護委員会のホーム

②ふるさと納税の拡充

ページ参照

簡便性と枠の増額

第1回 広報委員会に参加して
1. 開会の挨拶

地区ガバナー 立野 純三

2. 地区広報委員会について 地区広報委員長 栗原 大
・クラブが地域社会で実施している奉仕活動に対す
る人々の認識と理解を深める事
・クラブの活動やプロジェクトに対する会員・メディ
ア・地域社会を深める事
3. 公共イメージの向上について
高島第3ゾーンロータリー公共イメージコーディネー
ターより
・クラブに好印象を抱いてもらえば入会への関心も深
まります

広報委員 山本 肇

・クラブウェブサイトに一般向け情報を掲載し、
リンク
を挿入してもらう
・メディアの関心を引く活動に力を入れる
・会員で取り組むことがカギ
・ロータリーの中核的価値観
・ロータリーにて話すときのポイント
・目標と行動計画を立てる
4. ロータリクラブ・セントラルについて
5. ロータリーの友について
6.「効果的な広報及びマスメディアについて」
社会福祉法人 産経新聞厚生文化事業団

・ロータリーの公共奉仕広告を地元のメディア
（ラジ
オ・テレビ）
で流す
・クラブのメリットをアピールする
・会員が生き生きと活動している様子を自治体のウェ
ブサイトや地元紙に掲載

専務理事

三宅 統二

7. ロータリーフェスティバルの報告について
地区広報委員長
8. 閉会の挨拶

上場 俊哉

地区ガバナーエレクト 松本 進也

下岡直前会長・辻直前幹事慰労会について

木村 眞敏 元幹事

平成27年7月30日午後6時、太閤園淀川邸において、下岡直前会長・辻直前幹事の慰労会が行われました。
まず、山本元会長が挨拶され、上記両名に謝辞を述べられました。次に、上記両名は各自退任の挨拶を述べられた後、
檜皮会員から花束、山本元会長から記念品が各贈呈されました。
続いて、村橋会員の乾杯の音頭により、宴会に入りました。
その間、各会員により、上記両名に対し数多くの慰労の言
葉があり、上記宴会は、和やかに進行していきました。最後に、嶽下会長の挨拶で円満に終了しました。
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ニコニコBOX

嶽下：本日の井戸本会員の卓話、楽しみにしています。
下岡：ニコニコ
村橋：井戸本会員、卓話よろしくお願いします。
井戸本：本日卓話です。
よろしくお願いします。
小林：暑さに負けずニコニコ
山本：暑い夏、戸田先生お世話なっています。女房が
ファンになりました。
井戸本さん、卓話楽しみです。
高島：毎日暑いです。
北村：月曜日のSAA委員会出席お疲れ様でした。栗山
さん、次回は木曜日に開催します。
村上：ニコニコ
西田：いよいよ本格的な夏ですね。
満村：暑いですね、ニコニコ
戸田：ニコニコ
栗山：ニコニコ
杉村：暑くなってきましたので、お体、
ご自愛ください
ませ。
長浜RC

小堀 仁 様：ニコニコ

本日合計 : ￥36,000
計 : ￥270,000

累

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

31名
6名
1名
26名
4名

出席率
7月9日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
1名
0名

86.66%
100%

●本日のビジター

8月のお祝い
Congratulations!
●誕生日

杉村 雅之 ［4日］
辻 一夫 ［7日］
梅原 一樹 ［8日］

●事業所設立記念
安達 昌弘
嶽下 勇治
辻 一夫
木村 佳弘

株式会社三起［昭和45年］
嶽下勇治税理士事務所［平成17年］
辻一夫税理士事務所［平成19年］
木村佳弘税理士事務所［平成25年］

長浜RC

小堀

仁様

坂本

恵様

●本日のゲスト
北村会員ご紹介

●メイクアップ
藤本 淳司
岡本 啓吾
高島 凱夫

7 月11日
7 月11日
7 月13日

全国甲子園野球大会
全国甲子園野球大会
地区戦略計画委員会

