
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

■ 第４グループガバナー補佐 清水恒信様(大宮西RC) 

■ 地区米山記念奨学部門委員長 金杉 豊様(八潮RC) 

  

 

 第４グループガバナー補佐 清水恒信様、

ようこそいらっしゃいました。地区米山記念

奨学部門委員長 金杉 豊様、本日の卓話あ

りがとうございます。楽しみにしています。 

 アメリカのラスベガスで銃の乱射事件が起

こり200人を超える負傷者と50人を超える死

者が出た…との報道がされていました。本

来、ラスベガスは全米一と言えるほど治安の良い街です。以前にアメリカ

の友人から聞いた話では現地の警察等の表の力と、マフィア等の裏の力に

よって、この治安が保たれていると聞きました。しかし、今回の事件で犯

人の目的は判りませんが、死ぬ気、自殺する気で事を起こすとこんなに悲

惨な状況を生み出してしまうのかと思い知らされました。自爆テロと同じ

ですね。 

 日本は本当に安全で良い国です。アメリカでは州ごとに法律が違ったり

するのですが、以前に私が住んでいたコロラド州の話として聞いてくださ

い。コロラド州の住民として１年以上経過し21歳以上の成人との条件を満

たしていれば誰でも銃が買えました。大手のホームセンターにもその一角

があり、お手頃な値段で売っていました。私の周りの友人や先生も普通に

銃を持っていて、護身用ということで車のダッシュボードに４５口径の拳

銃がしまわれていたりしました。また面白い事に公の場に銃を持ち歩く場

合は脇の下のホルダーやポケット等の目につかない箇所に保持していると

違法で逮捕されますが、西部劇の様に腰のホルダーに誰からも見えるよう

に銃を保持しているならOKという当初の自分にとっては信じ難い異様な

ルールでした。 

 日本で緊急時に警察に通報した場合すぐに警察官が駆けつけてくれます

が、アメリカの場合は緊急でも３０分以上、1時間位掛かってしまう場所

があります。アメリカ人の多くは自分の身は自分で守る意識が高く、「銃

を持った悪人に対抗するには自分も銃を持たなければ、殺されてしまう」

という抑止力の考えで身近に普通に銃を持っているのです。話は少しずれ

ますが非核3原則を守っている我が国ではありますが、北朝鮮が核ミサイ

ルで脅しをかけている今、その抑止力として日本も核ミサイルで自己防衛

する事も必要なのかと考えさせられます。アメリカ人の多くは「銃には銃

を」、「核には核を」、「自分の身は自分で守れ」と即答しそうですが、

いずれにせよ難しい問題ですね。 

 

会長挨拶 丹野寿明会長 
本日の例会 

第1777例会 10月24日(火) 

 10月10･17日(火)は、 

規定により休会 

第11例会 2017年10月24日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
例会テーマ クラブフォーラム 

 (公式訪問について) 

担   当 会長・幹事 

斉   唱 四つのテスト･ロータリー

 の目的･我等の生業 
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丹野年度(2017～2018) 

岩槻東ロータリークラブ週報 国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第11例会 10月3日(火)1776号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 外部卓話「米山記念奨学 
 部門委員長 金杉豊様」 
担 当 米山委員会 
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◆第４Gガバナー補佐 清水常信様 

 皆さんこんにちは。今

日は３回目の訪問となり

ます。前回の時は飛田会

員と熊木会員の入会の日

でした。この調子で行き

ますと２か月で２名の割

に、入会するのかと思い

ました。私のクラブの大宮西ロータリーでは、現在

118名になりましたが、名実共に地区内トップの会員

数です。しかしながら中身は大勢が故に一人ひとりの

顔や名前すら未だ覚えられない方もおり、こじんまり

とした会員数のクラブも、皆さんの活躍の場があり、

これも良いかなぁーと感じております。これからもど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より「地区大会ゴルフの組合せ表訂正分」が

届いております。 

2. 地区より「青少年交換

ウォーキング＆2570地区

主催バーベキュー」の案

内が届いております。 

 ・日時  11月 3日 (金 ) 

AM7:00 大宮駅集合 

 ・開会場所 東松山 松山第一小学校  

 ・第38回日本スリーデーマーチ 

 申込者は10/7日までに事務局へ申込んで下さい。 

3. 地区より「ライラ研修セミナー」の案内が届いて

おります。 

 ・日時 2018年4月7日(土)～4月9日(月)  

 ・開会場所 秩父・長瀞方面   

 ・費用 研修生35,000円 ロータリアン45,000円 

 申込者は12月末日迄に事務局へ申込んで下さい。 

4. 米山記念奨学会よりYoneyama 豆辞典が届きました。 

5. 地区大会の案内が届きました。ロータリーの友10

月号が届きました。ロータリー手帳と共にレター

ケースに入れてあります。 

 

 
 

◆橋本かほる 財団・米山委員会理事 

ロータリー財団のレート

が10月は112円となりまし

た。又、10月は米山月間で

すので、いずれもご寄付の

協力を宜しくお願い致しま

す。10/24(火)の例会終了

後、定例会場にて15分程委員会を行いますので、残っ

て頂きます様、お願い致します。 

 

 
 

◆プロフィール紹介  

 財団・米山委員会理事 橋本かほる 

米山部門委員長 金杉 豊様 プロフィール 

八潮ロータリークラブ 

昭和40年4月28日生まれ(52才) 

事業所 八潮興業株式会社 代表取締役 

ロータリー歴  

2002年6月4日 八潮ロータリークラブ入会 

2004-05年度 八潮ロータリークラブ幹事 

2013-14年度 八潮ロータリークラブ会長 

2011-12年度 管理運営部門 中長期戦略計画委員会 

委員 

お客様ご挨拶  

本日のテーマ 外部卓話  

委員会報告  
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幹事報告 山崎和雄幹事 

米山記念奨学生

アレハンドロ・ジョ

ル ダ ン 君 へ 丹 野 

会長より１０月分の

奨学金の授与を致

し ま し た。彼 は 毎

日一生懸命に日

本の大学にて勉強

しています。 

奥津雅史会員にRLIﾊﾟｰﾄ

ⅠとﾊﾟｰﾄⅡの修了証が地

区より届きました。 

RLIはﾊﾟｰﾄⅠからﾊﾟｰﾄⅢ

まで、何方でも参加できま

す。是非皆様も参加して

勉強して下さるよう、お奨

め致します。 

田中ﾊﾟｽﾄガバナー

と 藤 田 会 員 に タ

リータのホストファミ

リーのお礼を贈呈

致しました。ご苦労

様です。タリータは

現在、就学旅行に

行っております。 
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 2012-13年度 管理運営部門 クラブ活性化委員会  

委員長 

2014-15年度 米山記念奨学部門 増進委員会 委員 

2015-16年度 米山記念奨学部門 増進委員会  

 副委員長 

2016-17年度 米山記念奨学部門 増進委員会  

 委員長 

2017-18年度 米山記念奨学部門 部門委員長 

2018-19 年度 第９Ｇガバナー補佐予定者  

 

◆卓話 米山部門委員長 金杉 豊様 

皆様こんにちは。今年

度地区米山部門委員長の

金杉と申し上げます。こ

ちらのクラブには、ジョ

ルダンがホストクラブと

してお世話になっており

ます。米山には、増進委

員会と学友選考委員会があります。主に増進委員会の

役割は寄付金の増進を目的とし、学友選考委員会は米

山奨学生の募集・選考・その後のオリエンテーション

等に関わっております。 

現在この地区には、73RCありますが、昨年度とは若

干寄付額が落ちていますが、ご理解のある地区だと思

います。但し、寄付者率としては63.4％の方が寄付し

て下さっている状態です。 

100名いると63人の方が寄付して頂いており、その

他の方は全く寄付していない…と云う事です。私と致

しましては、最低でも75％の方々にご寄付して頂けた

らと思います。 

地区は寄付額の目標を25,000円(内、普通寄付5,000

円特別寄付を20,000円)においております。普通寄付

は上期2,500円、下期2,500円のクラブが多い訳です

が、あるクラブによっては上期3,000円、下期3,000円

にしているクラブもあります。それは会員一人ひとり

の寄付額の負担を減らす意味もあると思います。個人

が特別寄付した場合は二つの税金の控除の方法があり

ます。 
 

Ａ. 税額控除～所得税額から直接差し引かれます～ 

  寄付総額－２千円(上限は年間所得の40％)×40％

＝控除額(上限所得税額の25％) 

Ｂ. 所得控除～課税前の所得から差し引かれます～ 

  寄付総額－２千円(上限は年間所得の40％)×所得

税額(課税所得額によって異なる＝控除額 
 

年間の課税所得総額750万円の方が10万円を寄付した

場合 
 

Ａ. 税額控除の場合 98,000円×40％＝39,200円 

Ｂ. 所得控除の場合 98,000円×23％＝22,540円 

 (所得税が少なくなります。)  

※2,000円以下の寄付は対象外です。 

※寄付金控除を受ける為には、確定申告が必要です。 

※他の控除などによって変動します。計算例は参考に

留めて下さい。 

詳しくは国税局ホームページ参照 

法人として特別寄付をした場合、遺言による特別寄付

は「ROTARY YONEYAMA 豆辞典」を参考にして下さい。 
 

(この後、米山記念奨学生についての説明が有りまし

たが、紙面の関係で割愛します。) 

 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

 
 

■ 星本 幸男 会員 お誕生祝い 

■ 橋本  昇 会員   〃 

■ 飛田美佐子 会員   〃 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 山形 照之 会員 ご結婚記念 

■ 宮本 和寿 会員   〃 

■ 藤堂  昇 会員   〃 

■ 平野喜代司 会員   〃 

 

 

ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございます。これからもお元気で‥‥。 
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第４Ｇガバナー補佐 清水恒信様  

 お世話になります。 

地区米山部門委員長 金杉豊様  

 宜しくお願い致します、 

丹野 寿明  地区米山部門委員長 金杉様、卓話有

難うございます。清水ガバナー補佐、

いつもお世話になっております。 

山崎 和雄  米山記念奨学委員長 金杉様ようこ

そ。本日の卓話宜しくお願い致しま

す。 

橋本かほる  金杉様、どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

阿津澤 清  金杉様、清水ガバナー補佐、来訪有難

うございます。 

（同趣旨）   斉藤 公司    清水 常三 

       小宮  勇    杉田 政男 

       藤田 恵子    宮本 和寿 

橋本  昇  誕生祝いを有難うございます。 

平野喜代司  今日で、結婚30周年です。 

奥津 雅史  先日の親睦ゴルフ、お疲れ様でした。

皆様のお陰で大盛会に終われました。

有難うございました(＾◇＾) 

飛田美佐子 季節の変り目、体調に気を付けましょ

う。 

中里  仁  実りの秋です。 

田中 徹夫   水戸  恵   萩原 秀咲 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 2017～’18年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   丹野 寿明 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  山崎 和雄 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 清水 常三 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 
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ニコニコBOX金額報告  

10/3合計 ３１，０００円 

今年度累計 ３２７，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/3 
免除3名 

29 
(3) 

18 
(3) 8 5 88.46% 

9/5修正 

免除2名 
29 
(2) 

22 
(2) 4 4 100.0% 

出席報告  

 

 

ＲＩ事務総長(RI General Secretary) 

事務総長は、ＲＩ理事会の指示監督下に実務を執

行するＲＩの最高管理役員である。事務総長はＲＩ

の財務運営を含め、方針の実施、運営、管理につい

て会長とＲＩ理事会に責任を負うものとする。事務

総長はまた、ＲＩ理事会によって定められた方針を

ロータリアンおよびＲＣに通達するものとする。事

務総長は、ＲＩ事務職員の監督に単独で責任を負う

ものとする。 

ＲＩ理事会の承認を得た上で、事務総長は国際大

会に年次報告を提出する。ＲＩ理事会は、事務総長

の任期の最終年の３月３１日までに、７月１日に新

たに事務総長に就任する者を選任する。事務総長の

任期は、５年を超えてはならない。但し、これには

再選が認められている。 

 

ＲＩ資金の支出(Expenditures of RI Funds) 

 いかなる目的の為であっても、計上された予算を超

える場合、事前にＲＩ理事会の承認を得ない限り、

支出してはならない。 

 

金杉米山記念奨学部門委員長様、本日はお

忙しいところ卓話にお越し頂きありがとうござ

いました。 


