
第１１７１回例会１１月２５日（金）社会奉仕委員会 清掃活動    百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１７２回例会１２月 ２日（金）理事役員会⑥・年次総会     ホテルモリノ 

第１１７３回例会１２月 ９日（金）クラブ雑誌委員長会議報告    ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【ソング】              山下 俊也 SAA委員 

ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】           志村 幸男 会長 

◆Ｒ財団  浅木 克眞 様（横浜磯子ＲＣ） 

【森茂則会員へ娘さんの結婚祝い贈呈】  志村 幸男 会長     

 

 

 

 

 

 

森会員コメント「娘はイギリス在住１６年になります。もう籍もい

れていますが、式は彼の希望で日本で行いたいとのことで、明

日結婚式です。イギリスの友人知人が多数来て参加します。」 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１．地区大会のお礼状が、ホストとコ・ホストクラブへ届

いています。 

２．2019-20年度 ガバナーノミニー候補者の推薦依頼が

届く。締切 1/16 

３．「意義ある業績賞」候補プロジェクト募集の案内  

締切 1/23郵送必着 

４．「第４9回インターアクト年次大会」の案内 

1月 29日（日）9：30～16：00 桐蔭学園高等学校 

 

 

 

 

 

 

５．米山奨学生年末パーティーの案内 

12月 4日（日）18：00～20：00  

ホテルキャメロットジャパン 

６．しんゆり芸術祭 2017実行委員会より  

第２回委員会開催の案内  

12月 6日（火）18：30～ 区役所４Ｆ会議室 

７．「ロータリーみなとみらいチャリティマラソン大会の案内」 

     2月 11日（土・祝） 受付 8：00 スタート 9：45  

会場：みなとみらい臨港パーク 

８．「ハイライト米山２００号」がメールで届いています。ご希望の

方、転送します。 

９．「Ｒ財団補助金管理セミナー」 の案内 

     １２月１９日（月）１５：００～１７：３０ メモワールプラザ 

１０．11/20 鈴木憲治会員が当クラブより青少年交換留学生派

遣候補の高校生の面接に立ち会います。 

１１．川崎西北ＲＣより 地区大会チャリティゴルフ大会でコ・ホ

ストクラブとして手伝った担当者にお礼として手ぬぐいが

届いています。 

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎川崎とどろきＲＣ  

◆11/21（月）休会 ◆12/21（月）年忘れ家族会 新横浜国

際ホテル◆12/19（月）休会 

◆12/26（月）休会⇒通常例会 

◎神奈川」ＲＣ  

◆12/19（月）⇒12/22（木）クリスマス家族会 18：00点鐘 

◆1/23（月）⇒1/20（金）夜間例会 ３クラブ賀詞交換会 

 

 

 

 

 

第 1170回 例会記録 平成 28 年 11月 18日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 0R 移動例会 

 

 



◎川崎高津ＲＣ  

◆12/15（木）年末家族会 18：00点鐘 ホテルＫＳＰ  

◆12/22（木）、12/29（木）休会  

◎川崎西ＲＣ 

◆12/23（金）、12/30（金）休会 

【出席委員会】          雪井 洋子 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1170回 27 20 7  74％ 

1169回 27 16 11 ― 100％ 

1168回 27 23 4 4 100％ 

※1169回地区大会は 全員登録のため 100％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1170回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥21,000 

●お客様 

◇浅木 克眞 様（横浜磯子ＲＣ） 

【本日は卓話にお招きいただき、ありがとうございます】 

●会員 

◇志村幸男会長 

【地区資金推進委員長 浅木克眞様ようこそ】 

◇臼井勉幹事 【浅木様 本日はありがとうございます】 

◇大野勉会員 【１４日と１５日で田舎に行ってきました。あぶく

ま洞～袋田の滝、よかった】 

◇梶俊夫会員 【青戸さん 納税表彰式 受賞おめでとうござ

いました】 

◇佐藤忠博会員【浅木委員長 本日は有難うございます】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 

◇宇津木茂夫 ◇親松明会員 ◇川崎航会員 

◇佐々木範行会員 ◇鈴木眞一会員 ◇森茂則会員 

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員 

◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 

以上、ご協力ありがとうございました。  

【ロータリー財団委員会】     佐藤 忠博 委員長 

 1170回（件数） 合計 

ロータリー財団 3件 ¥30,600 

◇鈴木豊成 【浅木様 本日卓話宜しくお願いします】 

◇親松明会員◇鈴木眞一会員  ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】          大野 勉 委員 

１２月１６日クリスマス会について 

○会員、家族、友人等の出欠返事をお願いします。 

○プレゼントご提供のお願い。 

一般会員   ３，０００円程度のもの一品 

会長・幹事・他５大奉仕委員長 別にもう一品、5000円程度 

【米山功労者表彰】親松明会員へ       志村 幸男 会長 

 

 

 

 

 

 

 

【卓話者ご紹介】        佐藤 忠博 クラブＲ財団委員長 

浅木様は横浜市磯子区生まれ、2012～13 年にかけて横浜磯

子ＲＣ会長、2013～14年Ｒ財団資金推進委員会の委員、2014

～15年地区Ｒ財団の委員、2015～16年地区資金推進委員会

委員長として活躍されています。ご職業は税理士事務所の所

長さんです。本日はお忙しいなか、卓話を有難うございます。 

【招聘卓話】 地区Ｒ財団 資金推進委員会 浅木 克眞様 

1953年の生まれで、ペリーが来 

てからちょうど 100年後に生まれま 

した。横浜磯子で生まれ育った土 

着の横浜っ子です。ロータリーに入 

ったきっかけは単純に近所の方が 

入っていて、勧められ、何も分から 

ない状態で入会しました。Ｒ財団に 

入って資金を集めるような感じになっていますが、最近Ｒ財団

あってこそ成り立つという事が分かりました。そういう意味で今

日は卓話の機会を与えて頂き有難うございました。また毎年Ｒ

財団に対して貴重なご協力を頂き感謝しております。 

ロータリアンとして良い事をすることと財団に寄付をすること

がどういう繋がりか、最初はよく分からないことでした。皆様の

寄付はどこに寄付されているのかということです。 

最初はＲ財団に寄付するのは、慣例だからというのが実態

でした。しかし実際はＲ財団は単なる機関であって、集めた寄

付金は世界の不遇な方々のために、教育、医療、貧困による

飢えなどを改善するために使われます。このことを理解したと

きに、寄付の意味が非常に重要であると感じました。 

しかし、本当にそのようなことにお金が使われているのか、と

いう疑問があるかと思います。ただ日本のロータリー財団は公

益法人として、きちんとした管理をされています。また地区の管

理委員会があって、厳しい監査があります。 

寄付とは、決してノルマとしてするものではなく、自分の意志

に 100％基づいて喜んでするものと考えます。自分自身の指

標を定めて、金額にこだわらず、気持ちとしての寄付をするの

が、貴重なことだと考えています。そのことが生きているうえで

の価値が見い出されているのだと思っています。 

またロータリークラブのいろいろな社会的活動が、地区の補

 

 



助金を使ってなされてることを聞き、有効に使われていて良か

ったと思いました。特にメンバーが 10名程度のクラブでは活動

をすることは厳しいものがありますが、地区補助金を通して行

われたことは喜ばしいものがあります。 

一つの例えとして、うさぎとカメの話があります。最終的に勝

ったのはカメですが、なぜか。才能があるかないかは、要因で

はありません。ウサギは目標を見ずにカメを見ていたので、途

中で振り返り居眠りをしました。カメは目標を見定めてひたむき

に歩んでいました。これは目標をみて進めば必ず達成されると

いう教訓です。 

そういうことで、Ｒ財団の目的・目標は明確です。それは世

界でどれだけの良い事を受け入れるか、ということです。 

ぜひ次年度の補助金を申請して何か事業をやって頂きたい

と思います。具体的な目標を定めた使い方を考えて頂ければ、

Ｒ財団の意味が実感としてわかると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考資料〉 

◎寄付金 

・年次基金寄付 １人当たり 120ＵＳドル以上 

・恒久基金寄付 ベネファクター 各クラブ１名以上 

  （50名以上のクラブは２名以上） 

・ポリオプラスへの寄付 １人50ＵＳドル以上 

◎日本ロータリー財団は公益法人であること。 

・所得控除などの税額控除が認められる。 

◎11月に中間集計し、結果を連絡します。 

◎ロータリーカードについて 

まず、ロータリーカードに入って電気水道電話料金の支払

いなどに使ってみてください。 

以下の割合でＲ財団へ寄付したことになります。 

〔個人〕 利用額の0.3％ 

ゴールドカードは年会費の内3000円 

〔法人〕 利用額の0.5％ 

    年会費の内1500円 

（法人＝ロータリービジネスカード） 

※貯まったポイントはＲ財団の年次基金の寄付に使

用できます。 

【四つのテスト】             杉山 遼 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】           文責：宇津木茂夫 委員長 

 

 

有難うございました 


