
例会日／毎週木曜日 12:30～13:30  

例会場／焼津グランドホテル 

事務所／静岡県焼津市三ヶ名 1671 番地 ヤマキンビル 302 号室 
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★会長挨拶      吉田 雄一 会長 
今日は、「ふるさと納

税」のお話をさせて頂き

ます。 

「ふるさと納税」が発足

したのは平成 21 年頃だ

ったかと思います。 

地方税というのは住

民登録している市町村

や県などに納める税金です。地方というのは都市部に比

べて人口が少ないため住民税による歳入が多くありま

せん。そのために「ふるさと納税」という制度が作られ、

東京などに住んでいても自分が生まれ育った市町村や

あるいは地方に寄附をするという形の制度です。 

例えば 10 万円寄附すると 2 千円を引いた 9 万 8 千円分

に係る税金が控除されます。 

この「ふるさと納税」を活用するとさらに返礼品という

ものがもらえます。例えば 1 万円寄付すると 5 千円程度

の返礼品(品物)が選べ、もらう事ができます。というこ

とは１万円寄付すると 2 千円ひかれて 8 千円が税金控除

となり、さらに 5 千円分の返礼品が頂けるというなかな

かいい制度です。こちらを活用する国民が最近かなり増

えております。 

所得によって計算方法がありますが、高額所得の会員

様が多いと思いますので、是非ご利用してみてはいかが

でしょうか？ 

現在、個人に限ってとなっておりますが、これから法

人としても適用になるように検討されているようです。 

自分の一度やってみようかなと思ってます。 

インターネットで調べることができます。 

情報提供も含めて御挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

★理事会報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・前回の理事会におきまして第 8 回、9 回の理事会議事

録が承認されました。 

・スマイル寄附の徴収方法の変更が承認されました。 

 従来、その都度徴収させて頂いておりましたが、今後

年会費と同時に徴収させて頂く事になりました。その

旨次年度役員に申し送りさせて頂きました。 

・登録料収入の取扱検討事案については全員出席という

会合が増えてくると予想されるため、今回は否決され

現行通りとなりました。 

・4 月例会のプログラムが一部変更になりました。 

 21 日の職業分類卓話が地区準備特別委員会のクラブ

フォーラムに変更されました。 

・5 月例会のプログラムが承認されました。 

・サッポロビール静岡工場の仲本滋哉さんが、転勤に伴

う退会届が提出され、承認されました。 

・5 月初めから 7 月末まで焼津グランドホテルが耐震工

事の為、一時閉館となるため、その間の例会場が四川

飯店になることが承認されました。 

 

★幹事報告    幹事  鈴木 啓央 君 

・5 月例会のプログラムを配布させていただきました。 

・5 月例会場が四川飯店に変更になりましたのでお間違

いの無いようにお願いします。 

 

★副幹事報告    副幹事  村松 直行 君 

・本日 18 時よりさんご寿司さんで次年度の第 1 回クラ

ブ協議会が開催されます。役員・理事・委員長の皆様

はよろしくお願い致します。 

・4 月 10 日(日曜日)ですが、静岡グランシップで地区研

修協議会が開催されます。出席される方はよろしくお

願いします。焼津駅 9 時 38 分の電車で出発の予定で

す。 

 

 

 

第２７１１回 例会 平成２８年４月７日（木）１２：３０～  雨  
司会進行    幹事 鈴木 啓央 君 

SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 君 

            ♪奉仕の理想 ♪花 

４つのテスト 職業奉仕委員会 村松 英和 君 

Guest  静岡県相撲連盟 会長 下村 勝彦（しもむら かつひこ） 様 

会長テーマ 

『ロータリアンの才能を地域や他のために使おう！』 

WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt 



★委員会報告・同好会報告 

職業奉仕委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・職業卓話の依頼が東益津中学校様から来ました。 

4 月 18 日 14 時 20 分から 50 分間、1 年生対象に赤阪鐵工

所の杉本君に講師のお願いを致しました。 

広報委員会の取材もよろしくお願いします。 

地区運営特別準備委員会 倉嶋 伸康 委員長 

・4 月 6 日、ガバナーエレクト事務所を静岡 6 ロータ

リークラブ合同事務所に開設しました。事務局員 2 名

を採用して業務開始しました。尚、サブ事務所として

焼津ロータリークラブ事務所の隣に開設しました。 

クラブの皆様におかれましては今後ともご協力をお

願い致します。 

親睦活動委員会 岡村 延昌 委員長 

・先月末に転勤となりました仲本滋哉君の送別会を開

催させて頂きました。会長以下、藤原明チャーターメ

ンバーはじめ 33 名の方にご出席頂きました。 

2 次会も 18 名の方が出席頂き、本人も感激されたと

のことでよろしくお伝えくださいと伝言を頂きまし

た。尚、薮崎二三男君、寺岡襄君からもご協力頂きま

したので、記念品の方にまわさせていただきました。 

皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
 

★会員のお慶び   中山 晃一 君 
【本人誕生祝】 

〇松岡 好子 君(S33.4.8) 

〇深沢 英雄 君(S33.4.10) 

【夫人誕生祝】 

〇増田 一郎 君(明美様)   (4.9) 

〇増田 泰久 君(里子様)   (4.11) 

〇清水 誠一 君(佳代子様) (4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スマイル報告  深沢 英雄 君 

① 倉嶋 伸康 君 

ガバナーエレクト事務所を静岡 6ロータリークラブ合

同事務所に開設しました。7 月からの本番に備えて事

務局員 2 名 4 月 6 日から業務開始しました。クラブの

皆様におかれましては今後ともご協力をお願い致し

ます。 

② 水野 康男 君 

本日第 1 回クラブ協議会が開会されます。本日は悪天

候で波高しですが、素晴らしい船出になることを祈願

致しましてスマイルさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 

 

卓話者：静岡県相撲連盟 

 会長 下村 勝彦 様 

 

演題「日本人の生活の中に生きる相撲文化」 
 

恒例と毎年なりました下

村様の卓話です。 

3 月場所の白鵬関の千秋楽

の対戦の事から「相撲の文

化」の事や「大相撲あれこ

れ」等、相撲好きな会員も

たくさんいる中で卓話を

頂きました。毎回、大変楽

しみで今回もありがとうございました。 

 

★その他例会の様子 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

★仲本滋哉君の送別会 

 
3 月 28 日静岡市にある椿亭さんにてサッポロビー

ル静岡工場長の仲本滋哉君が転勤ということで送

別会を開催しました。 

 

 

 

 

 

出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

3月17日 

M-UP 

確定 

出席率 

4月 7日 
50 

(49) 
35名 71.43% 3名 76.47% 

 

★メークアップ 
仲野 和則 君（理事会） 

村松 孝保 君（委員会） 

深沢 英雄 君（ＰＥＴＳ） 


