第２７７2 回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №11 2019 年 9 月 19 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15

TEL：046-870-6440

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30

第 3 木曜日 18:30

会長：大野宏一

健

幹事：横山

第 2772 回
18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00
Website: http://www.zushi-rc.com/

2771 回 例会記録 2019 年 9 月 12 日
出席報告：会員数 47 名(出席免除 3 名)

ロータリーソング斉唱

出席者：25 名

55.5％

前回修正後 63.03 ％

ゲスト・ビジターの紹介

メークアップ：矢部房男会員（地区委員会出席）

会長の時間
幹事報告

来信・告示事項

委員会報告：誕生日・結婚記念日祝
出席報告
ニコニコ BOX 発表
19:00

卓話・プログラム
新世代～の報告（BS/GS/JC）

日本ボーイスカウト逗子第１団

丸山健一様

ガールスカウト神奈川第３９団

青木康子様

一般社団法人逗子葉山青年会議所

阿部晋也様

19:30

閉会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

幹事報告 到着物：ガバナー月信 9 月号
お知らせ： face book「国際ロータリー2780 地区」
You Tube「第 2780 地区公共イメージ委員
会」番組「2780Now」に「いいね」やコメ
ント、シェアをお願いします。
委員会報告 松井 R 財団・米山奨学委員会担当理事：
グローバル補助金を使う活動が多くなっています。逗子
も活発に寄付をお願い致します。
菊池ロータリー研修委員長：8/8 に行った新人歓迎会で
残った会費のお金をニコニコに入れます。

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

地区補助金を利用して、グローバル補助
金を活用したキルギス共和国での人道
予
定
的プロジェクト（現地ビシュケク RC と
9 月 19 日(木) 18:30 新世代からの報告（BS/GS/JC）
協力）を行うために、9/23〜9/27 の
期間を利用して現地視察に行ってきま
12:30 卓話「ごまを食べて若く元気に」
9 月 26 日(木)
す。三宅・清水恵子・服部・大野の４名会員が参加です。
田中洋治氏（大村屋社長）
モスクワ経由でキルギス共和国ビシュケク入りが 9/24
12:30 卓話「仕事に活かす笑顔の作り方」
10 月 3 日(木)
の 04:55 予定。9/24・25 の２日間現地でビシュケク
川野恵子氏（笑顔トレーナー協会代表）
RC と打合せをいたします。グローバル補助金は６つの
10 月 10 日(木) 12:30 中込 AG 訪問
重点分野の１つ以上に該当する規模の大きいプロジェ
クトに活用する補助金です（６つの重点分野・疾病予防
10 月 17 日(木) 18:30 杉岡ガバナー訪問
と治療 ・母子の健康 ・水と衛生 ・平和構築と紛争
12:30 卓話：米山学友（カザフスタン
予防 ・地域社会の経済発展 ・基本的教育と識字率向
10 月 24 日(木)
のジョルダヤコヴァ サウレ氏）
上）
。財源は、地区財団活動資金（DDF）＋ 国際財団
10 月 31 日(木) 18:00 社会・職業奉仕フォーラム
活動資金（WF）＋ 拠出金 で、最低 30,000 ドル以
上予算規模のプロジェクトに支給されます。申請は My
ROTARY から直接オンライン申請。持続性のある成果
財団ニコニコ ： 矢部（光）
、鈴木（安）
、横瀬、松井、
を上げ、かつ、その成果を測定することができなければ
矢部（房）
、山本（由）
（各＄10）
ならない。実施国・援助国双方の RC が協力しなければ
ならない。等、ハードルは高く、逗子 RC でも長期戦略
米山ニコニコ ：鈴木（安）
、松井、矢部（房）
、山本（由）
の視点が必要となります。11 月には第 1 回財団補助金
（各 1,000 円）
説明会も開催されます。プロジェクト参加希望会員募集
中です。

田耕邦子会員（職業分類：食料品販売）
私は、子どものときに体が弱く、大人に

2019 年 逗子ロータリークラブカップ
ビーチバレーボール大会
日時：2019 年 9 月 29 日(日) 雨天決行、荒天中止

なっても胃腸と肝臓を悪くしてしまい、そ

受付 9:00～

れを機会に、自分で図書館の本を読んで食

開会式

9:20～

開始 10:00～

品について勉強し、化学添加物なしの自然

会員集合：9:00

食品の良さを実感。世田谷に自然食品の店

会場：逗子海岸東浜（なぎさ橋側）公衆トイレ付近

を出しました。その後通販生活の仕事を 25
年やり、卸から製造卸となりました。そして、逗子に来て地元

主催：逗子ロータリークラブ

の漁師さんと仲良くなって、アカモク製品を作り始めました。

共催：逗子バレーボール協会

海藻は、消化は良くないがミネラルが多く、長寿になる効果が

後援：公益財団法人逗子市体育協会

あります。健康寿命を伸ばす要素の 60％は、食生活が大事だ
と思っています。ぜひ、国民の健康寿命を伸ばして、国に貢献

※雨天、荒天の場合は、大会当日 7:30 に開催の有

したいと思っています。

無を決定します。お昼には特製カレーライスを参加

アカモクが取れる時期は 12～3 月だけですが、乾燥や塩漬
けにして保存を良くして食生活に取り入れることができます。

者の皆様とご一緒致します。ふるってご参加お願い
致します！

現在、世界的に海藻類が減っていて、ほとんど養殖ものになっ
ています。逗子のアカモクは天然ものですが、漁の制限をかけ
ています。

大下智明会員（職業分類：証券業）

京都紫野 RC 表敬訪問へ行って参りました。
（9 月 9 日

大野会長・石田理事）

平成 27 年１月１日施行で相続税及び贈与
税の税制改正が行われ、大幅な増税になって
います。今回は遺産に係る基礎控除が大幅に
引き下げになっており、具体的には改正前は
5000 万+1000 万×法定相続人の数が、
改正後 3000 万+600 万×法定相続人の数
に引き下げになっています。また相続税の税率も資産家ほど重
い最高税率が引き上げになっています。今回 10 月から消費税
が 8％から 10％に引き上げになりますが、今後のことを考え
ると相続税もさらなる引き上げが予想されます。
ただ、今回の改正で緩和になりましたのが小規模宅地等の特
例で、配偶者や子供たち、もしくは孫たちが現在居住されてい

【お知らせ】
お待たせいたしました。

る家屋に住む場合には 330 平米まで 80％の減額になります。
２世帯住宅への適用も、構造上の要件が撤廃になっており、ま

活動計画書 2019-20

た老人ホームへの入所の場合にも要件が緩和されていますの

が出来上がりました。

で、年末などにご家族がそろわれる際には今後のライフプラン

是非、ご活用下さい。

などを話し合う機会にされてもよいのではと思います。是非と
も参考にしてみてください。

（担当：服部）

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３７,８４２

田耕さん…今日はつたない話をお聞き頂き、恐縮です。
大下君…今年は私が行く所に台風が行きます。
大野君…台風の日は京都紫野 RC 表敬訪問中でした。帰り
は交通機関の乱れで苦労しました。
横山君…逆転負け！
山本（三）さん…台風 15 号逗子葉山被害甚大ですね。
橘（武）君、山口君…大下・田耕会員、スピーチ楽しみ。
矢部（光）君…職業奉仕卓話、田耕、大下会員乞うご期待！
鈴木（安）君…良く寝ていたので、台風が来ていた事に気
がつかず、過ぎてしまった。
福嶋君…いつまでも、暑い！！ね。
山科君…小坪トンネルが通れなくて困ってます。

累計 ￥５１７,８４２

矢部（房）君…田耕＆大下会員卓話宜しく！！台風 15 号
で裏の大木の枝が屋根に落下、びっくりしました。
臼井君…もう少しの辛抱ですね。
松井君…台風 15 号の被害は大変でした！職業奉仕のス
ピーカーの方々宜しく！
三宅君…元気を出してがんばろう。
菊池君…8/8 新会員セミナーありがとうございました。
会費の残りを入金します。
山本（由）君…職業奉仕の卓話宜しく。
服部君、松田君、森澤君、横瀬君、岡本（一）君…田耕さ
ん、大下さん宜しくお願いします。
清水（惠）さん…健康診断で例会に遅れました。

