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役 員
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つのテスト

●真実かどうか

第1533回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

ことにある。
（奉仕の理想→奉仕の理念）

平成26年5月12日

卓話 「決算書の読み方」
「弁護士会のお仕事」

○ロータリーの標章の使用と保護（P93）
ロゴの変更
Rotary ⇒ Rotary（ゴシック系）
ロータリーの標章は、RIのウェブサイトか
らファイルをダウンロードすることで入手、
使用できる。

荻田会員
矢倉会員

今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

石﨑会長

米山奨学生、金ジャンディさん、ようこそ我
クラブへおいで下さいました。歓迎いたします。
韓国出身とのことで、いま韓国では旅客船セ
ウォル号の海難事故で大変なことになってい
ます。亡くなられた方々、行方不明の方々、ご
家族に心からお見舞い申し上げます。
先週16日は、第13回、吹田江坂RCとのクラ
ブ対抗ゴルフでした。熱戦については、ゴルフ
同好会から報告あるものと思います。また、
18日は国際奉仕、新世代奉仕の炉辺談話があ
り、活発な情報集会となりました。
前例会に井上ガバナー補佐、簡ガバナー補
佐エレクトの本年度3回目の訪問がありました。
後の懇談会にて、2013年手続要覧の主な改訂
を話されました。
○副ガバナー（P24）
ガバナー指名委員会は、1名のパストガバ
ナーを副ガバナーに選出するが、RI2660地
区では指名しない。

○クラブ構成（P134）
⑹子どもの世話または配偶者の仕事の手伝い
のために仕事を中断した人、または同じ理
由のために仕事をしたことがない人である
こと。
（いわゆる無職の人でも入会できる）
○会員身分の存続−出席率（P209）
⑴年度の各半期間において、メークアップを
含むクラブ例会の出席率が少なくとも50
パーセントに達しているか、クラブのプロ
ジェクトおよびその他の行事や活動に少な
くとも12時間参加していなければならない。
⑵年度の各半期間に、本クラブの例会総数の
うち30パーセントに出席、またはクラブの
プロジェクト、その他の行事や活動に参加
しなければならない。
（RIでは年48週として
いる。半期24週の50%＝12例会「1例会１時
間の原則で12時間」でOK）
＊クラブの定款および細則で規定することで、
改訂できる。

○ロータリーの目的（P61）
ロータリーの目的は、意義のある事業の基
礎として奉仕の理念を推奨し、これを育む

次週 第1534回 例会予告

平成26年5月19日

卓話 「ブラジルワールドカップに向けて」

釜本 邦茂 様
石﨑会長ゲスト
Weekly No. 1533は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1534は田中（孝）委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

米山奨学生
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金ジャンディさん

幹事報告

次年度幹事報告

井伊幹事

本田副幹事
◦本日、次年度会員名簿用資料用紙をお配りし
ました。お名前とご変更箇所のみご記入の上、
受付へ提出をお願いします。ひとつ追加です
が、メールアドレスの下にさしつかえのない
方は携帯メールの追加記入をお願いします。
◦5月12日は次年度理事会、5月19日は次年度
クラブ協議会です。次年度理事・委員長の方
はご予定下さい。また、次年度予算・方針の
用紙もBOXへお配りしました。5月26日が〆
切日です。
ご記入後、
ご提出をお願い致します。

◦社会奉仕事業へのご協力をいただきました
木瀬部屋へ、皆さんからの募金をお米券に
変え、感謝状と一緒にお送りしました。ご協
力ありがとうございました。
◦本日は例会終了後、理事会を開催致します。
理事の方はお残りください。
◦次週4月28日㈪は休会日です。お間違えのな
いようお願い致します。またその次、5月5
日㈪は祝日となっており、次回例会は5月12
日です。

ゲ

ス

ト

米山奨学生

堀委員

会員夫人

5 月17 日
5 月26 日
5 月26 日

平成26年8月1日〜8月3日
国際ロータリー第2600地区青少年活動の一
環として「少年少女ニコニコキャンプ」を大阪
西南RC、大阪西南ローターアクトをホストク
ラブとして、開催致します。
当クラブ会員のお子様、お孫様、その友人の
お子様を広く募集致します。
2泊3日の楽しい団体生活を通じ、友達づく
り、夏の思い出づくりとして利用頂ければと
思います。ご参加をよろしくお願い致します。

阿部会員

今回はくりーん亭の閉店に伴い、グルメ
会を開催致します。23名参加です。改めて、
日時：4月24日（木）PM6:30 です。
お間違えのないようにお願い致します。

誕生御祝−５月
月13 日
月14 日
月27 日
月28 日

少年少女ニコニコキャンプのお知らせ

お値打ちグルメ会

澤井委員長
●会 員 数 50名 ●来
客
1名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 88.37％
●3月24日の出席率（メーキャップを含む） 100％

5
5
5
5

紙谷委員長

金 ジャンディ

出席報告

会員
昭和 15 年
昭和 41 年
昭和 46 年
昭和 45 年

次年度青少年奉仕委員会

宮川会員
清水会員
堀 会員
瀬川会員

ゴルフ同好会
以上4名

橋本（芳）会員

第13回クラブ対抗ゴルフコンペの結果報告

長屋会員夫人
永田会員夫人
伊藤会員夫人
以上3名

結婚御祝−５月
昭和 38 年
昭和 39 年
平成 13 年
平成 1 年
昭和 35 年

5
5
5
5
5

月3 日
月6 日
月13 日
月14 日
月18 日

小川会員ご夫妻
新井会員ご夫妻
堀 会員ご夫妻
伊藤会員ご夫妻
澤井会員ご夫妻
以上5組

4月16日（水）に吹田江坂RCとのクラブ対
抗ゴルフコンペがありました。場所は関西カ
ントリークラブです。吹田西RCは18名、吹
田江坂RCは11名。計29名での開催でした。

社会奉仕委員会

大藤委員長
5月1日はクリーンデーです。当クラブ主催
です。宜しくお願い致します。

個人成績は、3位に石﨑会長、2位に吹田江
坂RCの新井さん、優勝は吹田西の水間会員
でした。
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団体戦は吹田西が圧勝でした。活躍されたメ
ンバーは石﨑会長、新井、水間、村井、田中、
本田、木下、瀬川、清水、小林、各会員でした。
これで3連勝となりました。ありがとうござい
ました。

ニコニコ箱

卓

話

「炉辺談報告」

国際奉仕

長屋委員長

西村副SAA

◆水間会員
先日の吹田江坂との対抗戦で優勝しまし
た。村井パスト会長ありがとうございま
した。
◆髙木会員
4/19日、東急イン当ホテルで創立60周
年記念大会を無事開催できました。地
域の方々のご支援のおかげでございま
す。又、ロータリー地区協議会に木下
さん出席して頂いてありがとうござい
ます。
◆石﨑会長
ゴルフ対抗戦、勝利を祝して。
家内の誕生日プレゼントのお礼。
◆阪本会員
昨日、嬉しい事が、感謝することがあ
りました。
◆木田会員
ようこそ金ジャンディさん。
◆青木会員
昨 日、東 京 ま で 認 定 医 試 験 を 受 け に
行ってきました。息子や娘は、絶対落
ちると言っていますが、もし受かれば
報告します。
◆宮川会員
各地入学式も済ませまして、ようやく
落ち着きました。何かと失礼致しまし
た。
◆清水会員
姪っ子が宝塚歌劇団第100期生として
初 舞 台 を ふ み ま し た！名 前 は 華 優 希
（はな ゆうき）で娘役です。応援よろし
くお願い致します。
◆𠮷田会員
欠席のおわび。
◆本田会員
遅くなりました。結婚記念日のお花あ
りがとうございました。
──────────────────
本日のニコニコ箱
34,000円
累計のニコニコ箱
1,419,550円
──────────────────
今月も皆さんのお陰で目標達成しました。
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〜「である」ことと「する」こと〜
平成26年4月18日金曜日午後6時から、江坂
東急イン3階におきまして、国際奉仕、新世代
奉仕の両委員会の合同で炉辺談話を開催致し
ました。午後6時からの新世代奉仕に関する議
論の後引き続き、国際奉仕につて皆様のご意
見をうかがうことに致しました。議題はこれ
からの吹田西RCの国際奉仕としてどの様な方
法を採ることができるか、あるいはどのよう
な国際奉仕を考えていくかを考えてもらいた
いというものでした。
当クラブはタイナコンパノムへのクリーン
ウォータープロジェクトを行ってきた実績と
伝統があります。しかし、現地への派遣代表メ
ンバーの人選の固定化など、メンバー全員が
国際奉仕を実行するという実感を味わえてい
ないのではないかという思いから、これを機
会にどのような国際奉仕を実行していけるの
かについて議論していただきました。特に、グ
ローバル補助金を利用すると大きいプロジェ
クトも行うことが可能であること、地区補助
金申請の関係上、申請年度と実行年度におい
て理事委員会のメンバーが異なるために、日
頃から国際奉仕についてメンバーが考える機
会の提供という意味で実施致しました。
出席メンバーからは、補助金を使わないと
損という発想ではなく、具体的なプロジェク
トのニーズを見つけるのが大切であるという
意見、海外現地への派遣については人選の固
定化はやむを得ない部分はあるが、できるだ
け現地へ行くようにすべきとの意見、現地派
遣の日程等について簡素化も必要ではないか
との意見、タイナコンパノムにはまだまだク
リーンウォーターを必要とする学校があるの
で、今後も引き続き実施すべきとの意見、ゴ
ローバル補助金を利用したプロジェクトにつ
いては当クラブでその申請手続を実際に行え
る人材がいるかについての意見、留学生の派
遣または受入れについては、特に受入れにつ
いてはホストファミリーの負担が大きくクラ
ブ全体でサポートする必要性についての意見、
地区補助金を利用しないで行う国際奉仕とし
て、メンバーが普段から国際奉仕の実践を行
うことが大切であるとの意見など多くの意見
が出され、白熱した議論となりました。
みなさんの意見を聞いて、ロータリークラ
ブのメンバーであることは、すなわち、奉仕の
活動をするということであると、改めて思っ
た次第です。
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
「炉辺談報告」

新世代奉仕

「登記にからむ損得」

木田委員長

大藤会員

目に見えない減税方法
会社設立での収入印紙（定款添付分）4万円の
減税
小会社の任期10年（最長）での減税（約4万＋
報酬）

土地を買うなら平成27年3月までにすると、登
録税が1000分の15のままで良いですが、本則
は1000分 の20で す（例．3000万 の 評 価 で60
万が45万です）

−クラブ俳句同好会−

避難所に据え置かれたる巣箱かな

一切を朧の中に忘れ来し

久 美 子

ときよし

山
牛

ぼんぼりに花眠らずや通り抜け

あ き ら

いびつ

児の作る巣箱いくぶん歪なる

兼題 ﹁朧﹂﹁巣箱﹂及び当季雑詠

第三百二十三回句会

み か よ

引継ぎとして紙谷青少年委員長へ引き継いで
まいります。貴重なご意見を頂きましてあり
がとうございました。

贈与の節税、何年間にわって贈与をしていくと、
贈与税対象額をおとせる
同じ解除日にすると担保料消費登録税が少な
くてすむ

山の宿おぼろおぼろに暮れてゆき

新世代奉仕は「青少年との共同事業」はどのよ
うな事なのかをテーマに参加メンバー全員に
ご意見をお聞きしました。貴重な意見を頂き
ましたのでとりまとめて内容毎に発表させて
いただきます。
青少年奉仕の事業目的・方法としては、
⒈ロータリアンは身体を動かす事に限界があ
るので代わりに身体を動かしてくれる人た
ちとして共同事業を進めていく。
⒉お金だけではなく、身体を動かすことの大
切さを我々ロータリアンにも実感できる事
業を行っていく。
⒊共同事業を行った青少年が、将来のロータ
リアンになることを目ざす。
青少年事業の共同事業を行う団体として、
年に一回、例会に来ている吹田RAC、地元での
団体として、関西大学RAC、吹田JC、青少年交
換学生、常照園の子どもたち、ボーイスカウト・
ガールスカウト、今後活躍を期待できるイン
ターアクト等が該当団体であります。
具体的な共同事業の進め方としては、
⒈年に一回来てくれている吹田RACであって
もあまり交流が進まないので、まずは親睦
（一緒にスポーツをしたり、飲みに行ったり
することから）スタートし、お互いを良く知
ることが大切。考え方の相違があるので共
通の話題を作りながら、心底つきあい、共同
事業を推し進めていく。
⒉前回のクラブフォーラム時に吹田RACから
の意見で、吹田RCがスポンサーであるが、
吹田西RCのメンバーの方が年齢が近く意見
が近く、溶け込みやすいとの意見がありま
したので、積極的に事業を手伝ってもらう。
⒊吹田西ロータリーの事業（献血・職業体験）
等に参加してもらい楽しくつきあっていく。
⒋国際ロータリーは全世界を相手に奉仕を
行っているので、吹田西RCとしては身近の
地域の組織と地元の青少年とのパイプ役と
して奉仕に寄与していくこと。と、いろんな
考え方が活発に出ました。

新築建物の家屋証明をとった場合の減税1000
分の４から1000分の1.5へ
建物売買の家屋証明をとった場合の減税1000
分の20から1000分の3へ
新築建物につき優良住宅証明付きでは減税が
1000分の4から1000分の1へ

【今後の予定と兼題】
第三百二十四回句会 平成26年6月2日
兼題 「更衣」「蛙」当季雑詠
※出句は7句
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