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地域に根差した奉仕活動に全員で取り組もう
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■国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 鹿島邦彦会員
■今月の歌「旅愁」
■ニコニコ報告 親睦委員会 河野 和正委員長
ニコニコメッセージに続き、9月の月例記念品該当
者紹介
■出席報告 出席委員会
報告内容後記

早川忠男委員長

■会長報告 会長 本田 誠
1.例会前理事会が開かれました。内容は幹事報告で
ご案内します。
2.礼状が届いてます。
1.米山梅吉記念館奨学会100円寄付金 2.東京ひか
りの家 愛のサウンドフェスティバル協賛金 3.高幡不
動尊あじさいまつり。
3.9〜10月に掛けていろいろの行事で多忙です。ク
ラブのゴルフコンペも11月中旬になる予定です。
●One Point職業奉仕 会長 本田 誠
25年改正で中小企業（資本金1億円以下）の交際費
が800万円まで全額損金に認められるようになりま
した。また平成18年度の改正で交際費の範囲から
「1人あたり5,000円以下の社外飲食費」（社内飲
食費は交際費となります）が除外されることになり
ました。交際費から除外されるためには，次の事項
を記載した書類を保存していることが必要です。１.
飲食のあった日時 2.その飲食に参加した得意先、
仕入先その他事業に関係ある者等の氏名または名
称および関係 3.その飲食に参加した者の数 4.そ
の費用の全額並びにその飲食店、料理店の名称お
よび所在地 5.その他参考になる事項。飲食が一次
会だけでなく二 次 会に及んだ 場 合はどうなので
しょうか、例えば一次会は寿司屋で10名二次会は
残った6名でスナックを利用したという場合です。国
税庁では、一次会と二次会が全く別の飲食店等を
利用した場合のように「それぞれの行為が単独で行

R I 会長 ロン D. バートン

通常例会 於：高幡不動尊客殿

われていると認められるとき」については「それぞ
れの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5000円以
下であるかどうかの判定を行っても差し支えありま
せん。」としています。つまり、寿司屋からスナック
に移ったときは、それぞれ5000円基準に判定して
もよいが、二次会も寿司屋で行ったときは区分して
計算しないというのです。★詳細は国税庁のホーム
ページで参照。
■幹事報告 幹事 小髙俊明
例会前の理事会の決議・協議事項とご案内などを
報告します。
1.理事会報告
a.ガバナー補佐来訪時のクラブ協議会。本日リハー
サルを行います。
b.舟木ガバナー公式訪問は別紙スケジュールとおり
です。会長・幹事は8：30高幡不動尊駐車場出迎
え、護摩供養。
c.地区の復興支援金,東松島宮戸地区から、椅子、時
計、プロジェクターをと要望が出ましたので、見積も
りも取りました。早急に書類を整え申請します。
d.10月の卓話講師は決まりました。今後についてご
協力ください。
e.地区のIMでクラブの奉仕活動発表は、落川交流
センター「ホタルの里」について、朝倉会員に依頼し
ました。
f.地区からホームページレベルアップを要請されてま
すので対応する。
g.10/19〜20日韓親善会議参加は安西会員にお願
いしました。
h.リレー・フォー・ライフ・ジャパン日野10/13〜14で
す。当日の参加と寄付についてお願いする。
●本田杯ゴルフコンペについて
ゴルフ部 小島 明部長
9月に予定のゴルフコンペが日程の調整がつかず11
月になります。
■クラブ協議会「社会奉仕の実績と今後」
司会 幹事 小髙俊明
本田会長より、奉仕活動のこれまでを振り返り、今
までのままでよいのかこれからどうするか、皆さん
が感じていることピジョン等を話していただきた
い。と趣旨説明がありました。

8月「新世代のための月間」
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♦安西会員
夢ふうせんの理事長の立場から、
バーベキューは「かざぐるまの家」時代から15〜6
年続き、昔は秋今は春に行われ、利用者さんが年が
明けると何時かなと楽しみにして喜ばれています。
継続していただきたい。また施設に多くの会員が協
力いただいてます。ご支援ご協力に感謝します。
♦小島会員
これまで老人ホーム・桜の木植樹等
奉仕活動をしてきましたが、今は会員数も減り財政
状態も落ち込んでおり、これからは労働集約型の奉
仕活動がよいのではないか。
♦星野会員
創立のチャーターメンバーですが、
当時は会員も多く活気がありました。皆さんから奉
仕活動の話をお聞きしますが、やはり奉仕には会員
増強が必須かと思います。
♦朝倉会員
落川交流センター「ホタルの里」放
流の蛍の養殖をしています。ビオトープで井戸水が
排水溝に流されていますが、それを利用して早く田
んぼを整備できればと考えています。
♦渡邉会員
私は「夢ふうせん」に評議員として
携わっていますが、個人の立場かと思っています。多
摩川・浅川クリーン作戦のように、当初RCがきっか
けを作り行政が引き継いだのを見てこれも奉仕活
動の未来像のひとつかと思います。
♦馬場会員
新たな奉仕活動にチャレンジしてい
くのも大切かと思います。行政に仕掛けるのもよい
かと思います。日野もかっては田園風景が広がり田
んぼもたくさんありましたが今すっかり減ってしま
いました。しかし市内は下水道が整備されきれいな
水路が巡っています。きっかけを与えることが大切か
と思います。
♦早川会員
夢ふうせんで昨年奉仕活動をカメラ
に収めてましたら顔を映さないでといわれました。
保護者の方の思いやりかと思います。奉仕活動は今
後も続けてゆきたいですが、このようなこともあり
注意が必要かと思いました。
♦藤野会員
公共イメージアップに「スプリング
フェスタひの」のチャリティーコーヒー奉仕活動が
貢献できています。実行委員会の宣伝物でクラブ名
と奉仕内容が多くの市民に告知されてます。飛火野
RCが何をしてるか宣伝も大事かと思います。
♦水野会員
奉仕活動に会員数は関係ないです。
奉仕のあり方を今後どうするかを考えればよいと思
います。公共イメージの話も出ましたが新世代を巻
き込んだ奉仕活動も大切です。日野RCのブリティ
シュヒルズ等を見て痛感しました。クラブをアピー
ルすることが会員増強に結びつくと思います。

ニコニコメッセージ
水野 功さん
暑い！常夏の国ハワイへ今や避
暑に行く時代ですね！
大塚洋晃さん
本日司会です。宜しくお願いい
たします。
藤野益夫さん
竜巻の被災者の皆さんに心から
お見舞い申し上げます。いつ身近で起き
るか分かりません。防備しようがありま
せん。
馬場弘融さん
いよいよ国体も近づいてきまし
た。記念のYシャツで市制50周年も合わ
せてPRして下さい。
安西 清さん
秋よ来い早く来い
渡邉良勝さん
気温の度数はあまり変わりませ
んが涼しくなって来た気がします。健康
に感謝しニコニコです。
黒川高徳さん
今日も大気が不安定な様ですが
秋の虫が鳴き始めいてきました。ご自愛
下さい。
鹿島邦彦さん
先日家族で鬼怒川温泉に行って
きました。久しぶりの温泉に入ってゆっ
くりしてきました。日本人には温泉が
ピッタリです。
星野幸夫さん
9月になりましたが残暑はまだ
まだ厳しいです。
平 良信さん
先日の川澄貫主の俳句例会に感
化されて・・・一句。 孫達が芝生で遊
ぶ夏の夕 おそまつ君です。
朝倉邦雄さん
先日、急性胃腸炎になってしま
いようやく復帰してきました。皆様も体
調にはお気をつけ下さい。
たいへん暑い日がつづいており
河野和正さん
ます。熱中症に注意して頑張って下さい。
本日は2つのよいことがありますので中ニ
コとさせていただきます。

本田会長の「全員から意見が聞けませんでしたが、
本日の発表をふまえて来週の協議会を成功させま
しょう。」とまとめの挨拶で閉会。

出席報告 総数
第1171回 28

■閉会点鐘

※今週のメークアップ なし
※先々週の後メークアップ なし

会長

本田
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例会変更のお知らせ
東京八王子RC
10/17（木）→10/16〜18日の親睦旅行に振替
10/31（木）→当日夜間例会に振替
東京八王子北RC
10/14（月）→祝日休会
10/21（月）→10/20親睦例会に振替
10/28（月）→八王子東RCとの合同夜間例会

ニコニコBOX

第1169回
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幹 事：小髙 俊明
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本日38,000円

累計222,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率17.13％
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FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

