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●司　会　　小林勇次ＳＡＡ

●点　鐘　　須山文夫会長

●斉　唱　　「４つのテスト」

会長報告　須山文夫会長

①牛山裕子会員に米山功労者第19回メジャードナー感謝

状が届いています。

クラブよりガバナー補佐資金をお渡しさせていただきま

す。

②本日より川崎大師風鈴市が始まっています。御祝金を

お渡ししてきました。

③前年度須藤会員の退会が６月30日に提出されました。

期首スタートの人数が44名に変更になりました。

クラブ協議会で使う予算書は会員数45名になっています。

７月1日を過ぎ執行が始まっていますので、変更できる

部分、出来ない部分ありますのでご了承下さい。

④先週13日に当クラブより派遣させていただきました、

私の娘がベルギーより無事帰国しました。

８月になりましたらまた改めてクラブにご挨拶に帰国報

告をさせて頂きたく思います。その節はよろしくお願い

します。

⑤歌津復興夏まつりの協賛金を出金させていただきまし

た。そのお礼、チラシが入っていますので回覧させて頂

きます。

幹事報告　八尋匡彦幹事

①回覧（会員名簿今年度版のゲラ、ローターアクトクラ

ブ献血活動出欠、暑気払い例会7/31　18時点鐘｢しゃぶ

禅｣、国際ロータリー第2590地区　地区大会記念　被災

地救済支援チャリティーゴルフ大会9/17、７クラブ親睦

ゴルフ大会、他クラブ例会変更の案内）

②掲示　ローターアクト合同例会7/28（日）13：30～　

サンピアン川崎（登録料ロータリアン￥4,500）

③配布　クラブ委員会活動計画書（来週水曜日24日に使

用します）
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メイクアップ

竹中裕彦会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）石渡利治副会長

八尋匡彦会員

　本日のニコニコのテーマを｢暑い日｣が続くと誤った表

現をしてしまい申し訳ございません。

本日のニコニコのテーマ

「暑い日が続きますが、皆様どうぞご自愛ください。」

伊藤佳子会員、工藤和弘会員、中村眞治会員

星野祐治会員、石渡利治会員、大﨑克之会員

岩井茂次会員、内田省治会員、松井昭三会員

小林勇次会員、牛山裕子会員、野澤隆幸会員

猪狩佳亮会員、秦　琢二会員、坂東保則会員

竹中裕彦会員、水口　衛会員　合計34,000円

委員会報告

●親睦委員会　秦　琢二委員長

7/31暑気払い移動例会　18時～川崎日航ホテル５階のし

ゃぶ禅で行います。

出欠の回覧をさせて頂いております。来週がガバナー補

佐訪問で皆さまにご報告できるのかわからないので、改

めて本日報告をさせて頂きます。是非多くの方のご参加

をお願いします。

●閉会宣言並びに点鐘　須山文夫会長

2019-20年度　第1回クラブ協議会

須山文夫会長

今年度のRIテーマ｢ロータリーは世界をつなぐ｣

来週は牛山ガバナー補佐公式訪問です。暑気払い移動例

会は今月末にあります。来月初めにガバナー公式訪問で

す。

年度がはじまり３回目ですが、この７月、８月毎年ロー

タリーはばたばたしますが特に今年はガバナー公式訪問

が8月初めにありますので本当にばたばたしています。

皆さまのご協力なくては、会の運営等例会等できません

のでぜひともご協力の程よろしくお願いします。

収支予算のご説明を八尋幹事よりさせて頂きます。

八尋匡彦幹事

本日お配りさせて頂いている活動計画書の48Ｐ～49Ｐが

協議の内容です。内容は2019-20年度の収支予算です。

収支予算計画　

48Ｐ　Ｉ　一般会計があります。

例年同様予算は厳しい内容となっております。

私、前職銀行員でした。銀行員だったらどう判断するの

かな？と思いながら作っておりますと総論は収入の部は

少し減っているので支出の分を減らして頑張るという予

算の構成になっています。一般企業で例えると銀行員だ

ったら１年以内は大丈夫だろうけれど、事業は問題ない。

ただ中長期的に見てみると事業が縮小傾向にあるので長

期のお金を貸すとしたらどうなのだろうねとそんな見方

をせざるを得ない、そんな予算にどうしてもなってしま

いました。

そうは言っても楽しくやっていきたいという思いと共に

個人的に解決策、自分ならこう頑張るというところを最

後に申し上げたいと思います。

Ⅰ一般会計　収入の部　14,215,000円を目指しています。

6月最終週に作った関係もあり須藤会員の退会の件につ

いては含まれておりません。後ほど出てくる支出につい

ても須藤会員の件は含まれておらず45という数字が沢山

出席報告　　　　　　　　　　　伊藤佳子出席副委員長
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出てきます。ここについては次回の中間決算報告の時に
修正を致しまして皆さまにお示ししたいと思います。
当期収入合計14,215,000円です。
内訳は会費、通常会費13,020,000です。特定会員会費と
して540,000円、新会員会費として２名の増強を目指す
前提で475, 0 0 0円を計上しています。会費小計は
14,035,000円になります。入会金として2名100,000円、
ビジター会費として80,000円の計上、合計をもちまして
14,215,000円を一般会計収入の部として予算計上しまし
た。

支出の部です。14,215,000円が合計です。
過不足無く使い切る予定で考えております。内容は会合
費、委員会費、分担金、事務局費、周年積立金、その他
の経費、予備費として計上しています。細かい内容につ
いては右頁明細にございます。後ほどご説明します。

48P下の段にいってください。
特別会計
ニコニコの収入です。
ニコニコ収入、今年度の予算としては前年対比80万円減
少させ120万円の計上を目指しています。

支出の部です
各奉仕委員会の予算取りは以下のとおりです。職業奉仕
10万円、社会奉仕20万円、国際奉仕30万円、青少年奉仕
13万5千円、奉仕事業予備費としては計上しません。周
年積立金は40万円、予備費6万円です。
収入が減っているので支出も減らしています。周年積立
金が前年予算100万円を計上していたのに対して今年度
は40万円ですがここについては中間決算でご案内差し上
げますが皆さまのニコニコが積み上がってくるといいご
報告が出来るのではないかと思いますのでニコニコへの
ご協力をお願いします。

一般会計と特別会計の全体についてはここで終らせて頂
きたいと思います。

備考の部分を見て頂きたいと思います。45という数字が
あちこちに見えてくるかと思います。韓国　漢城以外の
45というのは会員の45です。会員が45の部分は44と置き
換えて後ほど、後日中間決算のご報告していただきます。
この45が全体の会員数、現在の会員数です。
会合費、委員会費、分担金、事務局費、その他経費とし
て小項目を用いて会合費は小計として本年度予算額は
3,717,200円を計上しております。
前年対比151,200円の減少です。昨年と同様の内容とし
ておりますが通常の例会出席人数の調整で少し減少気味
となっています。委員会費ですクラブ会員奉仕45万円、
職業奉仕5万円、社会奉仕20万円、国際奉仕10万円、青
少年奉仕10万円、親睦活動費に1,465,600円、クラブ会
報費30万円、プログラム委員会15万円、その他委員会費
20万円　合計3,015,600円予算計上しています。

途中にある左側に数字をずらして表記しているニコニコ
の充当、10万、20万、30万というのはニコニコのところ
で縦罫には入っていませんのでご注意ください。分担金
としては期末の会員減少が一番大きく影響が出てくると
ころですがロータリー人頭分担金372,600円は全て45人
ベースで経常しています。ロータリアン手帳29,160円、
ータリーの友117,720円、地区資金675,000円、地区事業
費540,000円、地区大会費180,000円、本年度はIMはござ
いません。ロータリー財団100,000円、米山記念奨学金
325, 0 0 0円、エンドポリオナウ162, 0 0 0円、合計
2,501,480円です。
一人減るといくら支出が減るのという質問が出るのでは
ないかと思い計算しました。ロータリーレートを120円
ロで予算計上していますが32,240円減ることになってい

ます。会員の収入も一人分減りますので会員が減ると予
算がどんどん厳しくなるという構造に変りはございませ
ん。

49P事務局費1,020,000円です。交通費として300,000円、
賃借料として1,720,000円、今年度は更新の年なので
160,000円多めに計上しています。印刷代として600,000
円、通信費300,000円、事務用品費10,000円、慶弔費は
150,000円を見込んでいます。水道光熱費180,000円、雑
費70,000円、合計4,350,000円を計上しております。

その他の経費として消耗品費80,000円、什器備品費
40,000円、計画書・報告書200,000円、その他経費とし
て50,000円、370,000円を計上予定です。
当期支出合計として13,954,280円、予備費として
210,720円、21万円クッションを用いて計上しておりま
す。
合計14,215,000円です

解決策としては会員増強です。収入が増えれば全て解決
ということです。この１点を解決する以外に予算が厳し
いことに打開のしようがありません。私も一生に一度の
幹事ですから精一杯会員増強、川崎に仕事で時々来てい
ますので声をかける機会などあれば頑張って行きたいと
思います。あくまでも予算です、あらかじめ算出中の予
算です。決算ではございません。厳しい内容であるとい
うことを熟知しつつ１年間いかに余計な支出を減らすか
というところがポイントのひとつと考えております。議
案書を１枚出す上でも１枚10円かかっているんだなと思
い事務局で作業しておりますので何卒そこは温かい目で
みていただければと思います。収入と支出の部について
は以上となります。

（質疑応答）

（意見）遠藤会員
先ほどから予算を中間で直しますといっていますが、予
算は予算だから一度立てたらそれでいいと思いますよ。
直す必要はないと思います。

（回答）八尋幹事
有難うございます

（意見・質問）竹中会員
遠藤さんと同感でその部分では直す必要はないと思いま
す。うちの会費はいくらでしたか？

（回答）八尋会員
30万円です。

（質問）竹中会員
この１万円は創立の分ですよね。この１万円は創立移動
例会のための預かり金でしかないので、予算に入れてし
まうとおかしくなると思うんです。本来なら理事会の席
で言わなければいけないのですが。

（回答）八尋幹事
会費として収入としてではなく預かり金として計上して、
別段で・・。わかりました。別段で管理しないとまた別
のことに使われてしまう可能性は大いにあると思います
ので。

（意見）竹中会員
今年の2月にある周年記念のためのものです。長期のも
のではなく。年度内のものを会費と一緒に払える人は払
ってというものです。
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（意見）内田会員
支出の中に経費制のないものもはいっているのでそこの
収入と支出が、収入と費用ではなく入ってくるお金と出
て行くお金のバランスで考えて頂ければそれほど大きな
問題ではないと思うので。

（回答）八尋幹事
ありがとうございます。

内田会員
49Pで委員会費の中で左に入れていますよね。右で支出
予算金額が入っているでしょ。これはどういう意味でニ
コニコの充当分を入れているのかよくわからないです。
これを入れる事によってニコニコの費用を充当出来ます
という考え方だとは思うのだけど、全体収入とは支出の
部分があわなくなってしまうので、これを入れるのなら
収入で上にニコニコの部分も入れておくということをし
ておかないと上下の収支が合わなくなりますよというこ
とで意図を教えてください

須山会長
ニコニコ充当と、例えば49P委員会費、職業奉仕が5万円
とあります。ニコニコ充当と10万円という形で10万円記
載されております。全体としては15万円の予算でみるの
ですが、本来はニコニコ充当という書き方をここにする
するのがおかしい書き方なのですが、実際にはニコニコ
と一般の部からの支出という形のお財布が２つという形
で認識をして職業奉仕の中では今回、今年度15万円の予
算という形で別段の形での書き方を今年度だけではなく
ずっとやってきていますので私もこれを計算するのに非
常に難しい計算をしながらやっております。これは原稿
で来ているというのがありましたのでこういう表現は通
常の会計ではこういうことはあり得ないのですがこうい
う形で書かせて頂いたというのが経緯です。

内田会員
経緯は分かるのですが、今特別会計という項目を設けて
いるのであればその行は削除すべきだと、特別会計を完
全に独立させた形でここで表記があるのであれば、この
会長が苦労されたような経過をする必要はないと

・須山会長
通常の簿記のしくみとすればこの記載の方法というのは
間違った記載になってしまいますので

内田会員
それだけでなく特別会計とはまた別にあるのか逆に疑問
をもつような形の表記になっているので、特別会計でな
いのであればこの表記も１つの考え方としてありかなと
思いますが特別会計として表記されていますので、だと
したらここに書くことによって逆に誤解を生む可能性の
方が高いのでこれは次回からもし執行部の方から削除し
た方が宜しいのかなと思います。

・須山会長
表記の形を工夫して次年度に繋げていきたいと思います。
ありがとうございました。

遠藤会員
その件について、昔は括弧書きでかいてあった。

・宮山会員
49P支出の部の印刷費の中でクラブ会報、前年度70万で
これはだいぶ開きがありますが、備考欄で週報とホーム
ページとありますがこれは予算立てする時に対比でいく
はずなので２倍以上の開きがあるというのはよくわから
ないのですけど。そして下の経費のところで計画書・報

告書のところ本年度予算額20万、前年度は45万ここで２
倍以上の差があるこれも対比でいくはずだから差が大き
すぎると思うのですがね

八尋幹事
クラブ会報費の価格と計画書・報告書の差額です。こち
らはクラブ会報の30万円につきましては週報とホームペ
ージの更新ということで当初予算計上しておりました。
なぜ40万円減っているかなんですが元々クラブ会報につ
いては手作業で今年度作ろうという形でした。それを6
月末、これを作っている最中に替えようという話になっ
てきました。30万円と表記していますが正しくお金が出
ていくのは例年同様70万円でございます。
決算の時に改めて報告いたしますが支出についてはここ
は30万円の予算計上に対して70万円が現金として出て行
くことになります。ここでもう一つ問題が出てきます。
40万円では支出が増えてしまうのではという話です。そ
こについて説明しますと49P真ん中より下事務局費の印
刷代をご覧頂きたいのですがここは22万円多めに計上し
ております。なぜ印刷代を多く計上しているかというと、
期首計画書のところですが今年度これを手作業で作って
おります。その関係で印刷代の費用が増えたりとかする
部分があると思っています。１回手作業で作ると概算20
万円くらい経費が浮きます。経費が縮小しますので40万
円多めに出てしまったのに対して手作業で事務局で資料
を作ると20万円くらいは浮くと、それでもまだ20万円足
りないと、20万円予算に対して現金が多く出てしまうと
いう予備費の21万円のところで回収する予定です。
宮山さんの２つめの質問にあった計画書・報告書ベース
のところで20万円少なく計上したところで40万円多く出
たところは減らす予定です。２つめの質問の20万円と45
万円の価格差は何かというと外注していたものを手作業
で作ることにしたから減ったという回答です。計画書と
報告書についての回答は以上です。全体の金額について
は帳尻を合わせるのですが内容についての細かい差異が
出てくるのは覚悟をしております。全体の合計額はずれ
がないようにしていきたいと思いますので例年から積み
上げているクラブのキャッシュ残高があるわけで何が何
でも減らせないとなるとこれはクラブの活動が縮小して
しまいますのでそこは考えながらだと思うのですが、そ
うはいってもやみくもに余計な経費を計上し次年度以降
の活動に支障をきたすということがないようにしていき
たいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

須山会長
八尋幹事ありがとうございました。今、２分ほど時間が
ございますが今回は収支予算の他にまだご質問等ござい
ますでしょうか
これをもちまして本日の協議会を終らせていただきます。
長時間ありがとうございました。

日時：２０１９年７月３１日㈬は

　　　　暑気払い移動例会です。

　　　「しゃぶ禅」川崎日航ホテル５階

　　　　18時～

船山　佳則／布川　浩／秦　琢ニ
クラブ
会　報
委員会


