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第 2032 回（本年度 第 26 回） 例会 平成 27 年 1 月 14 日   晴れ 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘              竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

                  「奉仕の理想」 

 

卓話者の紹介            竹中 裕彦 会長 

会員卓話   炭谷 博功 会員  安藤 賢一 会員 

来訪ロータリアンの紹介       小林 勇次 会員 

川崎ＲＣ              髙橋 賢二 様 

川崎ＲＣ              福本 広幸 様 

今週の花言葉          横山 俊夫 花委員長 

千 両     花言葉・・・「恵まれた才能」 

千両は、ヤブコウジ科 花は夏に白い花を咲かせる。赤

い実の美しさが百金にも勝るという意味からついた名

前で、万両に対して付けられた。お正月など縁起物とし

て飾られている。花言葉は、実際には「実」につけられ

たもの。 

 

会員入会祝 

大藪 善一 会員      ２０００年 １月１２日 

清水 宏明 会員      ２００２年 １月３０日 

会員誕生祝 

須藤 宏 会員・倉成 保巳 会員 

奥様誕生祝 

島岡 榮基 会員奥様           克子 様 

白石 浩司 会員奥様           教子 様 

岩井 茂次 会員奥様          キヨ子 様 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

１．2017-18年度 ガバナーノミニー候補者推薦依頼の

件 

  昨年 11 月 19 日例会において案内、12 月 3 日第 6

回定例理事会において PP会に上程する旨承認、12月 11

日に PP 会を開催。地区の流れを尊重した継続的な意思

表示が必要であると出席者全員一致で帰結。 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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２．3/29 地区協議会におけるサブリーダー委嘱状が届

いております。 

  次年度鈴木幹久地区社会奉仕委員長・横山地区ロー

ターアクト委員長 

３．ポリオプラス「歴史に１ページを刻もう」キャンペ

ーンの感謝状が届いております。皆さんのご理解とご

協力の賜物です。 

４．1/13会長・幹事会報告 

 ・川崎高津ＲＣと川崎多摩ＲＣの合併が正式に決りま

した。地区内 59クラブになります。 

 ・川崎幸ＲＣ元分区代理大部利忠様がご逝去なさいま

した。場所は、一乗会館でお通夜 1 月 19 日 18 時～、

告別式 20日 10時 30分～です。 

  

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

① 次週、１月２１日の例会は  「客殿」にて行いま

す。 

② ２０１５年１月のロータリーレートが１１８円と

なりました。 

③ 本日、例会終了後１３時４５分より第７回定例理事

会を行います。 

④ 他クラブの「会報」、「例会変更」が届いておりま

すので回覧いたします。 

 

 

 

 

新会員      金澤 康治会員が入会されました 

 

 

出席報告          前田 良賢 出席委員長 

2032 回 58 50 31 19 62.00 ％

2030 回 58 48 34 14 70.83 ％

2 修正出席率 75.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

メークアップ 

林  鶴    永松 慎太郎        各会員                   

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

坂東 保則 副会長 

川崎ＲＣ 福本 広幸 様 

メイクアップで参加させていただきます。宜しくお願い

します。 

 

川崎ＲＣ 髙橋 賢二 様 

お世話になります。 

寺尾 巌 会員 

おめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いしま

す。 

中村 眞治 会員 

・本年も宜しくお願いいたします・ 

・金澤さんご入会おめでとうございます。 

出井 宏樹 会員 

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上

げます。 
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竹田 正和 会員 

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒宜し

くお願いします。 

金澤 康治 会員 

よろしくお願いします。 

安藤 賢一 会員 

① 金澤さん再入会おめでとうございます。 

② 15 分の卓話させて戴きますので・・・ 

横山 俊夫 会員 

金澤 康治さんご入会おめでとうございます。ロータリ

ーを楽しんでください。 

増田 昌美 会員 

金澤さん入会おめでとうございます。 

小林 勇次 会員 

・明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

いします。 

・炭谷様卓話お願いします。安藤様ありがとうございま

す。 

岩井 茂次 幹事 

①金澤さん、入会おめでとうございます。この日を楽し

みにしていました！ 

②２月は信徒会館での例会は４日の１回だけです。 

 ２月１８日「ＩＭ」、２５日「創立記念」と移動例会

が続きますので、お気を付け下さい。以上「幹事報告・

予告編」でした。 

 

竹中 裕彦 会長 

１． 改めまして、本年も宜しくお願い申し上げます。

あっと言う間に後半突入 

です。メニューは豊富です。『 Ｈave Passion！  

More Exciting！』 

２． 金澤さん、再入会おめでとうございます。首を長

くしてお待ちしておりました 

３． 安藤さん川崎大師ロータリークラブ版私の履歴書 

楽しみにしております。 

４． 本日、第２回 IＭ実行委員会です。委員長の皆さん、

宜しくお願い致します。 

ニコニコテーマ 

「竹中丸は折り返し地点を過ぎました。今年も全速力で

進みます」 

 

渡辺 冨士夫・鈴木 昇二・坂東 保則・飯塚 元明 

野沢 隆幸・髙濵 玲奈・布川 二三夫・船木 幸雄 

鈴木 幹久・中村 孝・前田 良賢・遠藤 悦弘 

大藪 善一・牛山 裕子・石渡 利治・船山 昭三 

内田 省治                各会員 

   

本日の卓話            炭谷 博功 会員  

毎年１２月になりますと その年の世相を表す漢字の発表 

が有りますが、昨年は「税」でした。 

振り返ってみますと４月から消費税が上がると言う事で 

駆け込み需要があった。４月の消費税率の引き上げで公 

共料金や商品の値上げで景気が減退した。このままでは 

デフレからの脱却が出来ないと言う事で消費税率１０％ 

の先送りで衆議院を解散した。相続税の基礎控除の引き 

下げが決まり、お金持ちの税金から庶民の税金に変わった 

等々まさに税にまつわる１年であった。 

そこで本日はふるさと納税について考えてみたいと思い 

ます。これは２０年度にできた制度で４年位しか経ってお 

りませんが、創設当初は純粋に故郷への寄付に対する優遇 

制度でありましたが特産品を寄付の御礼として贈る自治 

体が増えてきて様相が一変した。インターネットで自治が 

取り扱う特産品を紹介するコーナーが出来ており、その得 

産品を物色したうえで寄付する自治体を選ぶ納税者が増 

えてきております。ふるさと納税は納税者が自治体へ寄付 

をすると一定額が減税になるうえお礼として特産品が貰 

える。一方自治体は収入が増えるので双方にメリットが有 

るようですが、どうでしょうか？ 

私は北海道の出身で毎年３万円を岩見沢市に納税してお 

ります。ふるさと納税の仕組みは寄付金３万円から定額の 

２千円を差し引いて一定の計算のもとに所得税と住民税 

で減税になるわけです。所得税で約１万円、住民税で約 

１万８千円の減税になっているはずです。 

住民税の性格は地域社会の会費と言われております。 
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私は宮前区に住んでいますので、川崎市から色々な形で恩 

恵を受けているにも拘らず川崎市の税収を減らしている 

わけです。ふるさと納税の趣旨は、地方で育った者が都会 

に出て働いている場合に、それまで地方が負担した教育や 

福祉等のコストを地方に還元することにあるわけで、先ほ 

ども話したように住所地の住民税が減ることに問題が有 

るように思います。もし私が川崎市に寄付をした場合、当 

然税の控除は受けられますが特産品は貰えるのか疑問で 

す。いづれにしても生まれた時から川崎市に住み続けてい 

る方にとっては、ふるさと納税はなじまない制度といえる。 

これが私の持論です。ありがとうございました。 

 

                 安藤 賢一 会員 

私のロータリークラブ入会は 20 周年の直前でした。 

その時はあまり理解していませんでした。その後ロータリ

ーにのめり込んだのは、幹事をさせてもらった時で、福原

年度でした。私が幹事の時に一番思い出すのは、１９９９

年の９月２１日に台湾大地震が有り、当時台湾は大きな打

撃を受けておりました。そのとき我々ロータリーとして何

が出来るのか、という事で西門ロータリーが姉妹クラブで

もあった事から、何らかの義援金を持っていかなければと

いう事で、金額の問題もいろいろ有りましたが、米ドルで

１万ドルを持っていく事になりました。 

それを基に、西門ロータリーが震源地近くのキリスト教病

院の中に造った部屋があります。そこにはプレートが有り 

この部屋は大師ロータリークラブからの義援金で造られ

たものだと書かれています。機会が有ればまた見に行きた

いと思っています。 

西門ロータリーとの最初のとっかかりは台湾の方が日本

に来る際、ビザが必要なんですが、あの頃台湾ではなかな

かビザを取得するのが難しい時代で、それで日本国内に姉

妹クラブを作ろうという事になったそうです。ロータリー

の関係で日本へ行くと言えば比較的ビザが下りやすかっ

たそうです。その後しばらくして、疎遠になりかけた時期

も有りましたが、当時、船山さんや布野さんのお父様が尽

力され今も関係が続いております。関係が切れそうになっ 

 

たときに、私も息子と二人で行ったことが有ります。 

今では増田さんや水口さん、国際のプロが居ますので、私

も安心してゲストとして行かせて頂きます。 

3 月の台北に続き５月は漢城の 40 周年もありますので、

その時はぜひ皆さんと一緒に行きたいと思っています。 

もう姉妹クラブではなくなってしまいましたが、マンタロ

ータリークラブ、エクアドルに在るんですが、マンタロー

タリーと姉妹クラブになりまして、まさか本当に行くとは

思わなかったんですが、大勢でいく事になり、あんな事で

も無ければエクアドル、ましてやガラパゴスなどに行く機

会は無かったと思います。今でもガラパゴスなどの絵を見

ると懐かしく思います。当時マンタロータリーには大師ロ

ータリークラブとして、救急車 2 台を寄贈しました。それ

らは今も活躍しているそうです。 

我々ロータリークラブの役割とは基本的に、アレンジ、コ

ーディネーターだと思います。そういった奉仕の流れがで

きるまでの準備をするのが、ロータリーの役目だと思いま

す。その後、地域や行政をはじめ、うまくその行事が流れ

るようになったら、フェードアウトし、また新たな奉仕活

動を提案して地域に広げていく事だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 28 日 

第５回クラブ協議会 

 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

２月４日（水）会員卓話 

竹田 会員   横山 会員 

 

２月１１日 (水) 休会 

 

２月１８日 (水) ＩＭ移動例会 
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