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会長挨拶 寺西修身 会長 

1 皆様こんにちは、本日は

1964 年に東京オリンピックが

開催された記念日です。 

当時私は 8 歳でした。自宅

のカラーＴＶで開会式を見まし

たが、日本選手団の整然とし

た隊列と赤と白のユニフォームに感動しました。

また空には航空自衛隊の五輪の輪を作ったの

を見て感動した覚えが有ります。当時も諸外国

の選手団はバラバラになっており、日本が際立

っていたと記憶しています。アジアの諸国で 3

度も候補、開催の栄誉を得た都市は有りません。

2020年度開催の東京オリンピックを皆様元気で

観戦、応援しましょう。 

このオリンピックに関しては既に2兆円以上の

赤字が見込まれています。前回の開催から既に

56 年も経過しており、設備の老朽化等で新しく

競技設備を作り運用される予定ですが、一方、

毎年日本は国体を各地で開催しており、国際

規格を順守する前提ですが開催費用や設備の

共同利用等で交渉できたのではないかと残念

です。各地の設備の有効利用も問題になりつ

つあります。過去の世界で開催された大会後の

設備は放置され、それぞれの国の経済も傾き、

厳しい状況にあります。 

2  今後の活動予定、報告を致します。 

9月 30日～ふれあい広場の風船アーチ作成

（講堂内）12名参加、寄付金 3万円 

10月4日～職業奉仕部門セミナー開催（パレ

スホテル大宮）ＰＭ5;30~7:00 講師は神田 正

様（日高屋社長）受講：松本様、細野様、木下

様 

10 月 12 日～地区補助金利用(800 ﾄﾞﾙ)鴻巣

陸上競技場の放送設備改修工事開始 

  費用合計￥154,980 円 差額は社会奉仕委

員会の予算で計上。 

  後日、贈呈式を開催します。関係者のご参

加願います。 

10 月 13 日～鴻巣花火大会開催～各自席の

確保、飲食物も各自用意、車は指定駐車場 

  少雨決行、ＨＰで各自確認お願いします。 

10月 19日～第 4回会長、幹事会開催（上尾、

東蔵、ＰＭ6:30～） 

10 月 24 日～職場訪問（長野県東御市のワイ

ナリー：カーボはたの、21名参加予定 

  集合 AM8;45,費用１万円～バス旅行 

10 月 26 日～グローバル補助金セミナー開催

（浦和パルコ 6Ｆ15集会所） 

  国際奉仕委員会の馬場委員長に出席依頼

済み。 

10月 28日～鴻巣クリーン活動の一環でふるさ

との杜清掃活動実施予定 

  AM8:10 開催、参加者募集（社会奉仕委員

会担当）市役所集合は AM8:30 

11 月 10 日（土）、11 日（日）～地区大会開催

（大宮ソニック） 

  11日～クラブ紹介で全員登壇有り。 

11 月 21 日（水）献血活動（総合福祉センター

内）集合 AM12:00  献血 12:30～16:00 

  45名の 400ml献血者希望 

  ポスター本日入手、各自 2枚持ち帰りＰＲ 

11 月 21(水)～23(金)～奄美 RC 訪問、友好ク

ラブ締結の打診、奄美 CC参加～4名 

          担当幹事：井上様 

11 月 29 日（木）～上期ポスト会長会開催予定

（大正家、PM6:30～） 

3  その他報告 

① 10 月 15 日（月）～地区記念ポリオ撲滅チ

ャリチイゴルフ開催予定（プレステージ CC 

  4名参加（津田様、山口様、柿沼様、寺西） 

② 10月 25日(木)～鴻巣市民ゴルフ参加（鴻

巣ＣＣ）12名予定 

③ 11 月 29 日(木)～チャリチイコンサート（与

野 芸術劇場 最低 5名参加希望） 

④ 12 月 03 日(月)～商工会チャリチイゴルフ

（プレステージＣＣ） 

⑤ 12 月 12 日(水)～クリスマス例会（熊谷）ゴ

ルフ、ボウリング（11日）予定 
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4 生前贈与の第 2回目 

4.直系尊属からの住宅取得資金の贈与 

  直系尊属から贈与を受けた年の 1月 1日現

在 20歳以上の子供又は孫に対し住宅取得 

 資金贈与を受けた資金の内、一定額は贈与

税が非課税となる制度。 

 Ｈ28.1.1～H32.3.31～良質住宅用家屋 1200

万円まで 

 Ｈ32.4.1～H333.31～ 同 1000万円まで 

 Ｈ33,4,1～H33.12.31～ 同 800万円まで 

尚、来年 10月から消費税が 10%になると非課税

枠は 3000万/1500万/1200万にｕｐ 

要件は贈与を受けた年の 3月 15日までに新築

又は増改築して、同日までに自己の居住 

又は遅滞なく居住可能な事。贈与を受けた年の

合計所得額が 2000万円以下。時限措置。 

5.教育資金の一括贈与 

 直系尊属（父母又は祖父母等）が 30 歳未満

の子や孫に対して教育資金を一括して贈与し

た場合に一定額まで非課税になる措置。この資

金について子、孫毎に 1500 万円まで非課税、

学校以外は 500 万円が限度。教育資金は贈与

者が信託銀行に教育資金管理契約を締結して、

30 歳未満の受贈者は信託銀行に教育資金非

課税申告書、領収書を提出して必要資金を引

き出す。受贈者が30歳になったときの未使用資

金は贈与課税の対象になる。 

6.結婚、子育て資金の一括贈与の非課税措置

（H27.4.1～H31.3.31） 

 直系尊属(父母、祖父母等)が 20歳以上 50歳

未満の子や孫に対し結婚、子育て資金を一括

して贈与した場合、一定額まで非課税出来る措

置。 

この制度も上記と同じ信託銀行に対し、結婚、

子育て資金の管理契約を贈与者が行い、受贈

者が結婚、子育て資金非課税申告書、領収書

を提出して必要資金を引き出す。 

非課税枠～子、孫毎に 1000 万円まで、結婚費

用は 300万円まで非課税。 

受贈者が 50 歳になったときの贈与残高は贈与

税の対象。贈与者が死亡時に贈与残高は総増

税の対象になる。 

＊子供名義の預金を作成し、父母が管理して

いる場合は贈与と認められない。 

 贈与者に対しても相続税、贈与税の支払いに

対し非課税枠は有りますが、必ず書面で契約

書を交わし、両者保管の事。納税額が著しく過

少とみなされた場合は税務調査が入り、最高 7

年遡り調査対象になる。気を付けてください。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) ふれあい広場風船アー

チ作り会員 12名参加、

完成 

(2) 10/10 IM実行委員会

13時 30分例会場 

(3) 10/13 鴻巣花火大会 

(4) 10/19 会長幹事会 

(5) 10/24 職場訪問 長野県ワイナリーカーボ 

(6) クリーン鴻巣市民運動の一環としてふるさと

の杜清掃活動  AM8時〜 

  

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

成田志津子 会員 

 

誕生日お祝いいただきましてありがとうございま

した。事務連絡などで飛び回り細胞は活性化さ

れていると思いますが、さらにおいしい果物をい

ただきまして更に頑張ってまいります。 

ありがとうございました。 
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奥様誕生祝い 

大澤千明 様 

 

妻は今月 18日で 62歳になります。お互い大

病をしてきましたが、今は、お互い元気に過ごし

ています。話は変わりますが、今週土曜日のこう

のす花火大会の日に浦和の地区事務所で、ブ

ライダル委員会の個別相談会が開催されます。

是非、知り合いの方がいらっしゃれば、紹介して

下さい。 

結婚月祝い 

寺澤銀三 会員 

 

結婚記念のお祝いいただき恐縮しています。

何年になったのか、長い結婚生活ですが、最近

忘れることが多く、困っています。家内がいてく

れて本当に助かります。 

本日はありがとうございました。 

 

石井洙光 会員 

 
20年前の平成 10年 10月 10日、忘れないよ

うに日付を決めて入籍しました。寺澤会員のご

夫婦のようにいつまでも仲良くしていきたいと思

います。 

 

乾杯 坂口正城 会員 

 

 

会員卓話 

ロータリー財団・米山記念奨学 

井上脩士 会員 

10 月 3 日（水）、三

郷ウェンズデーRC へ

米山記念奨学生の鄭

唯嘉（テイユイカ）さん

とともに卓話に行って

来ました。三郷ウェン

ズデーRC は 18 名の

会員数ですが、昨年度の米山特別寄附額は、

個人平均41,057円で地区でも多いクラブです。

今年もすでに米山・財団ともに100％を達成して

いるそうです。次年度の米山奨学生の募集にも

応募したそうです。私たちのクラブは次年度の

募集に応募していません。次次年度は是非応
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募してはどうでしょう。先日配布された、2018－

19 年度米山豆辞典をご覧ください。昨年度の

決算報告、将学会の財政状態、奨学生数の推

移、国・地域別人数、ロータリアンになった学友、

学友からのメッセージなどが載っていますので

後からお読みください。中国の学生が多い理由

は、日本への外国人留学生の 42％が中国人だ

からです。奨学生には、クラブから定期的に連

絡を取ることが大事です。日本に残ることで世

界との懸け橋になることはできると思います。世

話クラブの選考基準は、過去 2 年間の個人平

均寄附額、クラブの過去 2年間の寄付金総額を

考慮して、過去 2 年間米山奨学生を受け入れ

ていないなどで決まります。当クラブは次々年

度、受け入れ可能だと思います。財団・米山とも

に皆さんの気持ちよいご寄附をお待ちしていま

す。 

委員会報告 

次年度の親睦旅行について 

田邊 聖 会長エレクト 

皆さまこんにちは。次年度の

親睦旅行の積み立てを始める

にあたり、現在決まっている事

をご案内致します。 

来年の９月 14日から 16日の

日程で秋田県、岩手県へ行こう

と考えています。秋田の能代市で「おなごりフェ

スティバル」というお祭りが行われます。このお

祭りの見物をメインに楽しい旅行を親睦委員長

と計画しています。尚、旅費は 12 万円位になる

と思います。多くの皆さまのご参加をお願い致し

ます。 

 

親睦委員会 加藤 勉 委員長 

13日の花火大会について、今

年は各自で飲物、おつまみな

どご用意願います。 

宮内グループの中に席を確保

いたします、みんなで楽しみま

しょう。席の配置など詳細は宮

内会員からご報告願います。 

宮内たけし 会員 

4 年前から始めました宮内グ

ループの音楽コラボですが、今

年はビート清師匠の生唄で打ち

上げます。初回から回を増すご

とに協賛金額も増え今年は 21シ

ート 210 万円のご協賛をいただ

き合同花火を打ち上げることが出来ますことに

感謝いたしております。どうぞご期待ください。 

席割につきましては、席に鴻巣水曜ロータリーと

表示することはできませんが、会場で分かるよう

に表示することは可能ですので、ご協力お願い

します。 
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出席報告 田邊 聖 副委員長 

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 230,392 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 254,392 円  

 

 

 本日 修正 

 10月 10日 9月 26日 9月 19日 

 1260回 1259回 1258回 

 通常例会 通常例会 夜間例会 

会 員 数 34 34 35 

出 席 数 24 17 22 

欠 席 数 10 17 13 

例会出席率 70.69% 50.00% 62.86% 

Ｍ Ｕ 数 0 1 1 

合計出席数 24 18 23 

出 席 率 70.69% 52.94% 65.71% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

宮城会員 異業種交流誠にありがとうございます。会

員の皆様の大小を問わず、交流願います。 

坂口会員 宮城会員グループには大変お世話になっ

ています。 

木下会員 誕生祝ありがとうございます。  

会員スマイル １ 

鴻巣花火大会皆様で楽しみましょう！ 

津田健三会員・小畑正勝会員・宮城仁会員・加藤 勉

会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・

間室照雄会員・松本安永会員・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・田邊聖会員・寺西会員・成田志津子会員・木下純

一会員・宮内たけし会員・松村豪一会員・石井洙光会

員・中島安啓会員・星野光生会員 
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編集後記 

宮内たけし 

第 17 回鴻巣花火大

会が盛大に開催されま

した。晴天に恵まれま

した。終了と同時にパ

ラパラと雨が降ってくる

という奇跡も起きまし

た。 

鴻巣水曜ロータリー

の皆様のご協力により、

「天を駈ける」の音楽コ

ラボも、ビートきよし師匠の生歌出演で最高に盛り

上がりました。力の結集の成果です。感謝申し上

げます。 

何事においても、常に反省はあるでしょうが、こ

とを成し遂げるまでの努力の数々は想像を絶す

るものがあります。 

 

天が味方してくれたのでしょう。 

無事に終えられたことの素晴らしさ！青年部の

皆さんのご苦労に感謝します。 

そして、皆様のお力添えに感謝します。 

 

 

 

第 1261回例会 2018年 10月 13日（土） 

鴻 巣 花 火 大 会 

糠田グラウンド協賛社席 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月17日

（水） 

第 1262回通常例会 

外来卓話 

10月24日

（水） 

第 1263回移動例会 

職場訪問： 

長野県東御市ワイナリー 

10月31日

（水） 
休会 

11月 7日

（水） 

第 1264回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

11月 

10･11日 

(土･日） 

第 1265回移動例会 

地区大会 

浦和ロイヤルパインズホテル 

11月14日

（水） 
振替休会（地区大会） 

11月21日

（水） 

第 1266回移動例会 

献血 

鴻巣市総合福祉センター 

11月21日

（水） 

第 1267回移動例会 

夜間例会 

鴻巣市市民活動センター 

12月 5日

（水） 

第 1268回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:医療関係者 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

12月12日

（水） 

第 1269回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

ホテルガーデンパレス熊谷 

17:30受付 18:00点鐘 

12月19日

（水） 

第 1270回通常例会 

外来卓話：鳥羽歯科医院  院

長 鳥羽千太郎様 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


