
BE THE INSPIRATION

第 1986 回例会　2018.10.11　曇り　司会　長野会員

　ロータリーソング　「我らの生業」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（26 名）中 14 名　53.85％

　欠席：伊東・藤代・平山・草野・守屋・松本・大原・斉藤（守）・斉藤（英）・鈴木（恭）・輪湖・山本・

　　　　（相澤・織戸・柴田）各会員

◎メークアップ：10 ／ 11　草野～理事会

◎ゲスト　　　：元船橋東 RAC 会長　岡　直樹様

水 庫 会 長

　本日は、岡さんようこそ当クラブへおいでくださいました。

　今月は米山月間です。本日は米山梅吉について紹介したいと思います。ただ全て紹介となりますと、とて

も長くなりますので、ごく一部だけとさせていただきます。

　米山奨学事業は日本 初のロータリークラブの創立に貢献した実業家、米山梅吉の功績を記念して発足し

ました。1952 年に東京ロータリークラブで始められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業となり、

1967 年に財団法人ロータリー米山記念奨学会となりました。

　米山梅吉は 1868 年（明治元年）２月４日生まれ、江戸の芝、田村町の和田竹造の三男として出生。５歳の

時に父親が他界したため、母親の郷里である静岡県に移住。

水庫会長　挨拶 岡　直樹様　卓話 岡田会員　卓話

No. 1986 号　　2018 年 10 月 18 日発行

会 長 挨 拶

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


　後に米山家の養子となり渡米。８年間の在米中にオハイオ州ウエスレヤン大学等で法学を学ぶ。帰国後は

文筆家を志し、勝海舟に師事しますが、友人の薦めで三井銀行に入社、常務取締役となり、その後三井信託

株式会社を設立し社長に就任。信託業法が制定されると新分野を開拓しその目的を「社会への貢献」としま

した。

　1920 年の 52 歳の時に東京 RC を創立し、初代会長に就任。その後ガバナー、スペシャルコミッショナー

などを歴任しました。

　晩年はハンセン病、結核、癌研究の助成など多くの社会事業・医療事業に奉仕しました。また子どもの教

育のため、夫人と共に私財を投じて小学校を創立しました。

　「何事も人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ」これは米山の願いでもあり、自身の生

涯そのものでした。他人への思いやりと助け合いの精神を身をもって行いつつ多くを語らなかった、隠徳の

人でした。

　静岡県にある米山梅吉記念館は 2019 年９月に創立 50 周年を迎えるということで、一度訪れてみたいと思

いました。

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

１．地区大会のお知らせ

　　大会１日目　日　時：10 月 27 日（土）

　　　　　　　　場　所：ホテル・ザ・マンハッタン

　　　　　　　　登　録：12：30　点　鐘：13：00

　　　　　　　　会長幹事出席　晩餐会：上着、ネクタイ着用

　　大会２日目　10 月 28 日（日）  

　　　　　　　　 場　所：ホテルニューオータニ幕張

　　　　　　　　登　録：８：30　点　鐘：９：30

　　※クラブ登録は一括登録　地区内クラブはグループごとに着席

　　※駐車場は、各ホテル駐車場　近隣駐車場にお願いします。

２．次週 10 月 17 日（水）は第２グループ情報研究会です。（例会扱い）

　　場　所：船橋グランドホテル　※昼食は出ませんので、各自済ませてください。

　　登　録：13：30　点鐘：14：00　懇親会：16：30 ～ 18：00

３．10 月 18 日（木）の例会は通常例会です。

　　場所：クロス・ウエーブ

　　お間違いの無いようお願いします。

４．ロータリー米山記念奨学会特別寄付について（10 月米山月間に因み）

　　クラブニコニコボックスより、各会員に 4,000 円の補填により

　　山口　習明会員が 10 万円の寄付により米山功労賞：11 回目（メジャードナー）

　　大家　浩明会員が 10 万円の寄付により米山功労賞：２回目

　　大原　俊弘会員が 10 万円の寄付により米山功労賞：11 回目（メジャードナー）

　　鈴木　隆男会員が 10 万円の寄付により米山功労賞：１回目

　　草野　宏隆会員が 10 万円の寄付により米山功労賞：２回目

　　度会　一也会員が 10 万円の寄付により米山功労賞：１回目

　　それぞれ寄付をされました。ご協力ありがとうございました。

幹 事 報 告



５．ロータリー財団特別寄付について（11 月財団月間に因み）

　　クラブニコニコボックスより、各会員に 4,000 円の補填により

　　相澤　友夫会員が 1,000 ＄の寄付によりマルチプル 12 回目（メジャードナー）

　　遠田　　毅会員が 1,000 ＄の寄付によりマルチプル４回目

　　大原　俊弘会員が 1,000 ＄の寄付によりマルチプル 10 回目（メジャードナー）

　　水庫　直子会員が 1,000 ＄寄付によりポールハリスフェロー

　　柴田　正道会員が 1,000 ＄寄付によりポールハリスフェロー

　　山﨑　新一会員が 1,000 ＄寄付によりマルチプル５回目

　　鈴木　恭浩会員が 1,000 ＄寄付によりベネファクター

　　それぞれ寄付をされました。ご協力ありがとうございました。

　　※西日本豪雨災害義捐金について、会員寄付分 29,000 円をガバナー事務所に送金しました。

　　※風の便り　（ロータリー希望の風奨学金）回覧します。

◎各委員会報告

　社会奉仕委員会　長野委員長

　　　　本日の卓話

　　

　近況報告　 岡　　　直樹様　

　

　「青木ガバナー年度のガバナー補佐として」 岡田　敏男会員　

　青木ガバナー年度 2016 － 2017 年の第２分区のガバナー補佐を、１年間の感想です。

１．地区ガバナー補佐会議出席について

　　27 年９月 26 日（土）第１回補佐会議が、成田の日航ホテルで開催されたから、第 11 回補佐会議６月 24

日まで、出席しました。

　　ガバナー公式訪問日程調整、情報研修会，IM、地区大会等の協議です。委員長会議と合同開催もありま

した。土曜日で、２時間から３時間です。

２．ガバナー補佐としてのクラブ訪問について

　　第２分区６クラブを、各４回訪問しました１回目は、青木ガバナーの地区運営方針である感謝と挑戦に

ついて、自己紹介等です。第２回目は、ガバナー方式訪問前の訪問で、１番緊張しました。あらかじめ、

ガバナーからの事前調査報告書の項目である会員の年齢構成や、入会者、退会者の人数、特に、退会者の

退会理由については、ガバナーからの重点質問事項でした。３回目は、IM について、４回目は、４／ 13

のゴルフ大会ほか。

３．ガバナー公式訪問は、９月８日（木）、船橋グランドホテルにて、午前中は、９：30 から船橋 RC、

10：25 から船橋東 RC、11：20 から船橋南 RC、青木ガバナーと会長、幹事、エレクト含む。テーマは、

規定審議会改正による例会回数や、会員資格等です。９月 16 日（金）同じホテルで、９：30 からは、船

橋西 RC、10：25 から鎌ヶ谷 RC、11：20 から船橋みなと RC の第１回目と同じく規定審議会改正問題で

す。合同例会の後、記念写真、ガバナーとの協議会で、15：00 までに何とか終了できて途中で帰る会員も

少なかった。



４　地区大会９／ 24 と９／ 25 成田で開催。第２分区参加が少なかったが、全出席者 99 名と発表した記憶あ

ります。

５．IM については、29 年２月９日（木）船橋グランドホテルにて、白鳥 PG をお迎えして、各クラブの会

長エレクトの「ロータリーの入会してよかったこと、RC 会員であることの意味」の発表でした。白鳥 PG

からは、お褒めの言葉を戴きましたが、懇親会を、早く始めたことは、歓迎されたが、 後に、アクシデ

ントには、アトラクションでの青木フルートよりのお叱りには、反省させられました。なお、懇親会での

アトラクションには、気をつけましょう。

　　なお、翌日、私の事務所に、本人からの謝罪にきましたので、一言の申し上げます。

６．その他、28 年 10 月 15 日（土）クロスウエーブ３階で、第２分区の情報研修会開催しました。出席者が

集まるか懸念されたが、若手より、ベテラン会員が多く参加されて、RLI 方式のデスカションを、諸岡副

研修委員長の指示通りです。齊藤管理運営統括委員長、RLI 小委員会副委員長金子様ほか多くの地区委員

の協力に感謝したい。

７．追記：船橋東ロータリークラブ創立 40 周年記念式典が、2017 年６月８日（木）に、ホテルニュオータ

ニ幕張で、盛大に開催できましたこと感謝です。気仙沼南ロータリクラブから多数の参加にも感謝です。

８． 後に１年間ガバナー補佐ができたのは、佐々木会長、遠田幹事、鈴木、大原、織戸、瀧各補佐幹事に

感謝です。

　　前立腺手術で入院時、その他、すべてについて、西川事務局のお世話になりました。補佐の会計報告も

無事完了しました。

　　69 歳で、補佐となり、今、70 歳ですが健康問題、仕事、家庭、子供たち、いろいろなことを経験した１

年間でした。 以上

「残念な相続について」　「残念な相続」から、当事務所失敗事例 岡田　敏男会員　

　相続人の確定が戸籍謄本等確認が、面倒である？

　現在、「法定相続情報証明制度」あり、相続税申告書提出必要な場合

　基礎控除 3000 万円＋相続人１人 600 万円を越える遺産（債務控除後）ある場合、小規模宅地等特例前で判

断される。27 年以後の相続から、遺産名義変更は必要です。

　土地の評価誤り

　　倍率方式の場合：宅地、畑、山林、原野　固定資産税評価額＊倍率

　金地金の評価

　簿外預金：相続時解約された預金

　名義預金

　税務調査体験 以上

・岡田先生、相続税の卓話ありがとうございました。 山口　習明

・岡　直樹様、本日は訪問ありがとうございます。船橋東 RC の入会をお待ちしております。 鈴木　隆男

・岡さん、今日はご出席頂きありがとうございました。当クラブの入会をお待ちしております。 水庫　直子



・岡　直樹様、ようこそ例会にいらっしゃいました。入会を待っています。 山﨑　新一

・先週の例会、坪井小学校歯科検診の為欠席してすいません。約 5000 本の歯を診て目がパニックしそうでし

た。そろそろ校医引退かな？ 遠田　　毅

・すいませんでした。面白くない卓話にお世話になりました。会員増強のため入会を。 岡田　敏男

次回予定　10 月 17 日（水）第２グループ情報研究会

　　　　　船橋グランドホテル　受付：13：30　点鐘：14：00

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 10 月 11 日　6,000 円 累計　379,000 円

10月17日（水） 　例会：第２グループ情報研究会

　　18日（木）

　　20日（土）・21日（日）

　　　　　　　気仙沼南RC創立50周年式典

　　24日（水）　第３回第２グループ会長幹事会

　　25日（木）　10/28の地区大会に振替

　　27日（土）・28日（日）　地区大会

 ホテルニューオータニ幕張

週報今週の担当　　　三　浦

10 月 の プ ロ グ ラ ム


