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“Be a gift to the world” 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱     （奉仕の理想） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

 大澤二三夫 会員 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

国歌斉唱・ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

ロータリーの目的・四つのテスト 大澤二三夫会員 

お客様紹介 小林玲子会長 

会員誕生月祝い  寺西修身会員  山川泰利会員 

配偶者誕生月祝い  坂口典江様   宮城明美様 

結婚月祝い 間室照雄会員  宮坂良介会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

挨拶 
委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤勉委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

国際奉仕委員会 寺西修身委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「世界へのプレゼントになろう」 

“Be a gift to the world” 
 

第 1116回例会 2015年 9月 2日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

松本増強維持委員長が

クラブパンフレットを作って

励んでいます。皆様よろし

くお願い致します。 

私が今の仕事に入った

きっかけは、32 年前、歯医

者に行きたいと思ったのですが、引っ越して来た

ばかりでわからないので電話帳で調べ行った時、

待合室で同世代の女性から声が掛かったからで

す。後日その方が訪ねて来られました。化粧品の

レディさんでした。徐々に使い始め、母も紹介し

始めました。そうしているうち、「レディになって一

緒にやりましょう」と言って下さいました。その方が

声をかけて下さったから今があるのです。なかな

か知らない人に声を掛ける事は出来ません。声

を掛けるのは大変な事ですが、行動する気持ち

を心がけたいと思います。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 8 月 23 日（月）創立 25

周年記念事業準備委員

会開催 ＰＭ７：00 和風

レストラン とき 参加者 

小林会長、柿沼部門長、

坂口幹事、 

松本委員長、山口副委員長、小畑委員、馬

場委員 

② 9 月 12 日（土）公益財団法人米山梅吉記念

館秋季例祭米山梅吉記念館ホール  

受付 13：00～ 閉会 14：00 

③ 9月 12日（土）地区ロータリー・リーダーシップ

研修会（ＲＬＩ）パートＩのご案内   

市民会館おおみや受付 9：30 開会 10：00 

終了 16：30（予定） 

④ 10 月 19 日（月）地区大会ポリオ撲滅チャリテ

ィーゴルフコンペのご案内プレステージカント

リークラブ 募集 4名 出席予定 4名 津田会

員、松本会員、大澤会員、柿沼会員 

⑤ 10月 22日（木）鴻巣市民ゴルフ大会 16名参

加予定 

⑥ RID3800地区 フィリピン国際奉仕ＰＪ視察・体

験ツアー申込 9 月 20 日～3 泊４日。 寺西

会員が参加予定 

⑦ 11月 14日（土）地区大会開催予定  

さいたま文化センター 

11月 15日（日）地区大会開催予定  

浦和ロイヤルパインズホテル 

会員誕生月祝い        寺西修身 会員 

 

 9月 6日生まれです。本年で 59歳になります。

水曜RCに加入させて頂いて 3年目です。家族と

元気で誕生日を迎えられる事に感謝！RC の会

員として皆様の末席に加えて頂き活動させて頂く

ことに感謝します。年初来の目標が達成できるよ

う頑張ります。 

奥様誕生月祝い      坂口正城 会員 

 

 妻は 9月 1日関東大震災と同じ日です。そのた

めか幸の薄い女性です。幹事の特典で妻の好物、

ぶどうを用意させて頂きました。ありがとうございま

す。 
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宮城 仁 会員 

 

 妻 65歳、私 72歳共に頑張っている人生。一緒

になって 40 年、これからも仲良く元気で。歳をと

るたびに良い事が重なる様願いつつ人生にバン

ザイ。 

結婚月祝い           間室照雄 会員 

 

9月 9日で 41回目の結婚記念日になります。

家内はこのところ忙しく、先日も肩がこるというの

で、揉んでやりました。いつまでも仲良くしようね

と云っております。 

乾杯               成田志津子 会員 

 

 

皆さん、おめでとうございます！ 

米山奨学金授与          盧 志英 様 

 

皆さん、ありがとうございます。 

卓話 

税理士法人 西川会計      西川豪康 様 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度について 

 本年（平成 27年）10月か

ら、マイナンバーの通知が

開始されます。 

 マイナンバーは、情報漏

えいなどが発生しないよう

に対策を講じることが法令

で義務付けられています。このため、以下の内容

を確実に理解してください。 

1.マイナンバーの利用目的 

（1）当社では、「源泉徴収票・法定調書作成事

務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇

用保険届出事務」の諸手続で従業員のマイ

ナンバーを使用します。 

（2）会社が行う申告や届出の業務だけでなく、従

業員自身が行う手続き（例：市区町村への児

童手当の現況届など）でも必要になります。 

2.マイナンバーの通知など 

（1）平成 27年 10月以降、マイナンバーが記載さ

れた「通知カード」が、簡易書留により各家庭

に送付されます。 

（2）「通知カード」の送付先は住民票の住所なの

で、転居、転出された方は、速やかに住民票

の異動手続きを行ってください。 

（3）「通知カード」は、会社へのマイナンバーを通

知する際に、番号に誤りがないことを証明す

るために必要となります。また、下記 3 の「個
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人番号カード」の交付申請を行う際には「通

知カード」を市区町村へ返却する必要があり

ます。 

このため、家族の分も含め、紛失などしないように、

しっかり管理してください。 

3.「個人番号カード」の交付申請について 

（1）平成 28年 1月以降、市区町村への申請によ

り、「個人番号カード」の交付を受けられるよう

になります。 

（2）「個人番号カード」は、「通知カード」とは異な

り、写真入りのカードになります。このため、運

転免許証と同様公的な身分証明書として使

用できます。従業員本人や配偶者が運転免

許証を所持していない場合は、身分証明書と

して取得しておくと便利です。また、各種のオ

ンライン手続きや、コンビニでの公的証明書

（住民票など）の発行でも使えるようになる予

定です。 

4.マイナンバーの取り扱いにおける禁止事項 

 マイナンバーは、情報漏えいの防止等の観点

から、法律上の規制が厳格に定められています。

このため、以下の禁止事項は必ず守ってくださ

い。 

①マイナンバーが表示されている書類を、机の

上などに放置しないこと。不要になった書類を

廃棄する時は、ゴミ箱に捨てるのではなく会社

の廃棄ルールに従うこと。 

②自分のマイナンバー・他人のマイナンバーを問

わず、マイナンバーを法令で定められた目的

以外で他人に知らせないこと。 

③お客様などのマイナンバーについては、法令

で定められた目的以外で取得しないこと。 

※「通知カード」のコピーや番号のメモを取ること

も「取得」に当たるため、禁止されています。 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

 来月 10 月 14 日（日）

ふれあい広場の参加を

お願いします。 

 9/20～23日、フィリピン

へ 2770地区の国際奉仕

プロジェクトについて。視

察・体験ツアーへ本年も参加致します。皆様より

多くのご寄附を持って孤児院に寄付致します。

目標 10万円（鴻巣水曜ロータリークラブ一同）。 

 

職業奉仕委員会       成田志津子 委員長 

9月9日職業奉仕委員会

職場訪問の開催について

お願い致します。工場見学

は最低条件が 20名以上の

参加との事です。当日多く

の皆様にご参加頂きたく会

員の皆様、すいの会の皆様、その他関係各位の

皆様に万障繰り合わせてのご参加を切にお願い

致します。下見にて美味しい御昼食もご用意させ

て頂きましたのでふるってご参加お願い致します。

詳細は追ってご通知致します。 

宮城 仁 会員 

 宮内たけし会員がわがク

ラブの応援歌を作詞してく

ださりました。また、鴻巣花

火大会にて「恋の津軽十

三湖」の音楽入り合同花火

を企画しています。皆さんの協力をお願いしま

す。 
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出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

 

花チャリティ           間室照雄 会員 

 

セイロンライテアと云う名前です、今ではスリラ

ンカと云う国名ですが、標高 600 メートルぐらいの

熱帯の高原地方が原産です。夏の暑さが苦手で

すから、夏は木陰へ、冬は 10度くらいが保てる部

屋の明るいところが良いようです。水をやりすぎな

い様に、特に冬は乾き気味が寒さには耐えます。 

 

 

 

スマイル報告          田邊 聖 副 SAA 

 

前回までの合計 191,950 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 211,950 円  

 

 

 

編集後記 

 あの暑すぎる夏が過ぎ 9月に入ると秋の風が気

持ち良い。朝晩の涼しい時間に散歩などで体調

を整えて冬に備えたいものです。なかなか実行で

きない私ですが、なんらか工夫して体重を落とし

年齢に応じた体力低下を防ぎたいと思う。 （ＳＩ） 

 

 

 本日 修正 

 9月 2日 8月 26日 8月 20日 

 1116回 1115回 1114回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 21 24 25 

欠 席 数 8 5 5 

例会出席率 64% 73% 75% 

Ｍ Ｕ 数 4 4 3 

合計出席数 25 28 28 

出 席 率 76% 85% 85% 

個人スマイル 

寺西修身会員…誕生月です。宜しくお願いします。 

宮内たけし会員…作詞をしました。ご検討下さい。合同花

火のご協力宜しくお願いします。 

スマイル 1  西川様卓話よろしくお願いいたします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会

員・間室照雄会員・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩

士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・

坂口正城会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・成田志津子

会員・細野潤一会員・木下純一会員・青木日出光会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 9日 

（水） 

第 1117回移動例会 

職場訪問 

9月 17日 

（木） 

第 1118回移動例会 

夜間例会 

9月 23日 

(水) 
法定休会 

9月 30日 

（水） 
第 1119回通常例会 

10月 7日 

(水) 

第 1120回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

10月 10日 

(土) 

第 1121回移動例会 

こうのす花火大会 

10月 14日 

（水） 
振替休会 

10月 22日

（木） 

第 1122回移動例会 

夜間例会 

10月 28日 

（水） 
第 1123回通常例会 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  田邊 聖 

委 員  石川和枝  成田志津子  細野潤一 

青木日出光 


