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第 1998 回例会　2019. １.10　晴　司会　中村会員

　国歌「君が代」　　ロータリーソング　「奉仕の理想」

　新年を祝い乾杯：山﨑パスト会長　度会会長エレクト

◎本日の出席状況

　出席：29 名　中 21 名　72.41％

　欠席：守屋・平山・三浦・水庫・三須・斉藤（英）・斉藤（守）輪湖　各会員

◎三つのお祝い

・会員誕生祝：三須・山口各会員

・夫人誕生祝：相澤はな子様・柴田ミトリ様

・結婚祝：柴田会員

岡田副会長

　新年あけましておめでとうございます。水庫会長が、お休みのため、代理で挨拶です。

　金子さんようこそ、伊東会員、松本会員出席ありがとう、今後とも、出席期待したい。

　昨日の税理士会賀詞交歓会で「きらきら眼鏡」原作者である小説家である「森沢　明夫」さんの卓話を聞

きました感想です。

　①　森沢さんは、船橋市西船にお住まいであり、船橋市長との出会いから、きらきら眼鏡を書いた経緯等、

主人公　あけみさん、恋人のあかねさん等、船橋市内の実在する店舗、場所の PR のこと、犬童監督の

こと。

　②　作家になった経緯、出版社倒産ため、有名人出会い、高倉健、吉永小百合、ほか。

　③　私自身の過去の某出版社の経験では、極めて、リスキーな業種です。いつ倒産しても、不思議でない

のが、出版業特殊性です。

　岡田会計事務所の昨年 2018 年の実際の経験で、予想外に良い方向であったことです。

　①　資本金を減らす減資；１億円以下への減資による節税（事業税の外形標準課税なし、繰越欠損金全額

損金算入ほか）ができたこと。

　②　全国中に店舗展開してしているクライアントの法人地方税申告のこと、納税金額が、多額であるのに、

経営者の反応 YES であっこと。業種等詳細なことはいえませんが。

　　　職業専門家として、クライアントの秘密情報であり、守秘義務違反にならないように。

　来週は、水庫会長が例会に出席できるとことを期待したい。

会 長 挨 拶



鈴木（隆）幹事

１．１月のロータリーレートは１ドル 112 円です。

２．第２回　初詣ツーリングのご案内

　　日　時：2019 年１月 20 日（日）　雨天の場合翌週　27 日（日）

　　集　合：①　０：30 ～千葉東金道路　野呂 PA

　　　　　　②　11：00 ～九十九里有料　一の宮 PA

　　　　　　※集合場所は①か②のどちらでも　

　　行　先：上総一の宮神社

　　登録料：現地清算　申し込み：事前登録は不要です。

３．平成 30 年７月豪雨災害　報告とお礼

　　寄附金総額：48,475,339 円　広島県：38,475,339 円　山口県：10,000,000 円に分配されました。

　　※クラブより 29,000 円の寄付を行いました。

４．バギオだより　回覧します。

５．2018 ～ 2019 年度　下期会費納入のお願い

　　詳細はメールボックスに配布しましたが、１月 30 日までに 135,000 円の納入をお願いします。

６．１月 24 日（木）新年家族会及び 2000 回例会の登録料のお支払をお願いします。

　　申し込みがまだの方は至急事務局に

７．2000 回例会を記念して、皆様に「希望の風奨学金」へのご寄附をお願いしております。１口 3,000 円以

上です。よろしくご協力をお願いいたします。

理事会報告（１月定例）

１．2018 ～ 2019 年度一般会計半期報告について

　　※　鈴木恭浩会計より説明　承認。

２．第 2000 回例会・新年家族会　登録者・招待者の進捗状況について

　　日　時：2019 年１月 24 日（木）受付：17：30　点鐘：18：00　終了：20：40

　　場　所：ニューオータニ幕張「シェルルーム」　１Ｆ　駐車場隣接

　　招待者：10,000 円　会員：15,000 円（記念事業積立金 5,000 円含む）　家族：10,000 円　小学生以下無料

　　締　切：１月 10 日（木）

　　・2000 回例会を記念して「希望の風奨学金」の状況

　　・「竹の子券」の販売は３月か４月に行いたい・・親睦委員長より

　　・アトラクションについて　「落語」三遊亭　楽麻呂氏　講演料：10 万円

　　・プログラム・予算案について　　参加者名簿　（別紙）

　　　※プログラム・予算案共に承認

３．第２グループ「インターシティミーティング」（IM）について

　　日　時：2019 年２月６日（水）

　　　　　　登録：13：30 　点鐘：14：00 　終了：16：20 　懇親会：16：30 ～ 18：00 予定

　　場　所：船橋グランドホテル　登録料：5,000 円（全員登録）

　　テーマ：「平和フェローシップについて」　～平和は「人」から始まる～

　　発表者：度会会長エレクトに決定

　　※登録料 5,000 円の内　会員負担：2,000 円　クラブ負担：3,000 円に決定

幹 事 報 告



４．2019 ～ 2020 年度　ロータリー財団補助金申請事業について

　　財団補助金セミナー：2019 年２月２日（土）に開催　その際 MOU を提出のこと（必須）

　　※　水庫会長・度会会長エレクト・山口財団委員長出席

　　※　財団申請は国際奉仕関係に行う、詳細については検討中

５．2018 年 10 月に支援を行ったミャンマー Padauk Myaing 小学校の訪問について

　　（大原会員が訪問支援に行かれた）

　　※２月 21 日（木）の例会で報告会を行う

「その他」

１．会員職場訪問についての日程　（大原会員の会社見学）

　　日　時：３月 14 日（木）

　　場　所：コンパス幼保園見学　市川市行徳駅前１－ 22 － 13　サンガイアビル４Ｆ

２．たけのこ掘り例会

　　日　時：４月 27 日（土）

　　斉藤守会員竹林

３．５月２日の例会が休会の為５月９日（木）が 2013 回例会になります。

◎各委員会報告

１．親睦委員会：新年家族会について

三つのお祝い

　会員誕生祝：三須会員・山口会員

　夫人誕生祝：相澤はな子様・柴田ミトリ様

　結　婚　祝：柴田会員

　会 員 卓 話：相澤会員・山口会員・柴田会員

・あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。インフルエンザが流行しておりま

すので皆様お気をつけください。 鈴木　隆男

・平成最後の新年を祝って、今年も奉仕の花を咲かせましょう！ 遠田　毅

・新年あけましておめでとうございます。新年の例会に当たり多数の会員が出席してとても良い年になりそ

うです。 草野　宏隆

・新年早々、水庫会長の代理をさせてもらいました。作家森沢明夫さん、会計事務所の仕事「減資・多店舗

会社の地方税申告」の卓話、わかりましたか。 岡田　敏男

・今期、10 期目当選させていただき、皆様のお蔭と感謝しております。ありがとうございました。

 伊東　幹雄

・大原さんの本（著書）なかなか良かったです。皆さん読んでください。 藤井　仁毅

・新年おめでとうございます。「りん」23 号が新年家族会には発行する予定です。来週 17 日までに校正をお

願いいたします、次回も原稿よろしくお願いいたします。 藤井　仁毅



・あけましておめでとうございます。だいぶ落ち着きました。今年は参加できると思います。 松本　健

・新年あけましておめでとうございます。昨日は税理士会船橋支部会で、偶々、森沢明夫先生の隣で、楽し

く会話できました。鈴木次期支部長ありがとうございました。 大家　浩明

・緊急のご相談があり、早退します。皆様には今年も穏やかな一年でありますように。 山本　宏子

・誕生祝を頂いて。人生七十古代稀なり、になりました。これからも「おじいちゃん」と呼んでください。

 山口　習明

・結婚記念日１／ 20 の花束ありがとうございました。52 年目です。 柴田　正道

・奥様誕生祝いありがとうございました。 柴田ミトリ

・新年あけましておめでとうございます。伊東先生当選おめでとうございます。次は私たちの番です。頑張

ります。 長野　春信

・あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願します。金子さん、お久しぶりです。今年こそ復

帰してくださいませんか？お待ちしております。 織戸　豊

・お陰様で、妻はな子も無事快方に向かっております。ご心配ありがとうございました。又妻への誕生日

１／１のお祝いとして花束素晴らしい！の一言です。重ねてありがとうございました。 相澤　友夫

・私ごとで恐縮ですが、私は今年喜寿 77 歳になります。米山 50 回達成などを含めて結婚 50 年！同友会など

いろいろお祝い事が重なっております。 相澤　友夫

・大原さん「どもり社長」大変な評判です。１／ 15 日に大原さんの講演会が船橋グランドホテルで行われま

す。是非ご参加ください。私も 50 冊注文しました。 相澤　友夫

・あけましておめでとうございます。水庫会長、鈴木幹事の二人三脚素晴らしいです。後半もこのまま頑張っ

てください。 相澤　友夫

・伊東幹雄さん八千代市議会選挙当選おめでとうございます。10 期連続当選「見事」としか言いようがあり

ません。いずれ 10 期連続当選の祝賀会をやるときは応援いたします。 相澤　友夫

・今年は選挙の年です、仲間として全員の当選を祈念いたします。斉藤さん、藤代さん、長野さん頑張って

ください。 相澤　友夫

次週予告　卓話：山口習明会員

今 週 の ニ コ ニ コ BOX １月 10 日　43,000 円 累計　564,000 円

１月17日（木）　

　　24日（木）　新年家族会

　　　　　　　ホテルニューオータニ幕張

　　　　　　　2000回記念例会

　　31日（木）　第３回ガバナー補佐訪問

２月２日（土）・３日（日）　ライラ

　　６日（水）　インターシティミーティング

　　７日（木）

週報今週の担当　　　草　野

１・２月のプログラム


