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■司会
ロータリー財団委員会 生沼通男委員長
■開会点鐘
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■国歌 ロータリーソング「それでこそロータリー」
ソングリーダー 鹿島邦彦会員
■今月の歌「旅愁」
■お客様紹介 会長 本田 誠
国際ロータリー第2750地区ガバナーノミ二− 水野 功様
■ニコニコ報告 親睦委員会
朝倉邦雄委員長
ニコニコメッセージ発表 月例記念品贈呈
■出席報告 出席委員会
出席報告内容後記

早川忠男委員長

■会長報告 会長 本田 誠
この度の台風3人か亡くなられ、各地に大きなつめ
跡を残しました。被災された皆様に心よりお見舞い
申し上げます。今日は台風一過で富士山がいつもと
違いきれいな姿を見せてくれました。来週は舟木ガ
バナーが見えます。ガバナーは会員基盤の強化を重
点目標の一つに揚げています。我がクラブの課題で
す。今後もいろいろな集会がございますので、可能
性のある方をお誘いしましょう。私もどこにでも出
てゆく所存です。
●One Point職業奉仕
医療費控除シリーズ２
子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費
は、医療費控除の対象になりますか。また、入院してい
る子供の世話をするために母親が通院している場合
の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。
子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者
の年令や症状から見て、患者を一人で通院させるこ
とが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添
人の交通費（通院のために通常必要なものに限りま
す。）も医療費控除の対象になります。しかし、入院
している子供の世話をするために母親が通院してい
る場合は、患者である子供自身が通院していないこ
とから、母親の交通費は医療費控除の対象とはなり
ません。医療費控除の対象となる通院費は、医師な
どによる診療等を受けるため直接必要なもので、か

R I 会長 ロン D. バートン

通常例会 於：高幡不動尊客殿

つ、通常必要なのであることが必要であり、患者自
身が通院するに際して必要なものに限られていま
す。原則、タクシー代や自家用車のガソリン代は対
象にならず、その場合でも合理的な経路でのバス・
電車賃は控除の対象となります。
★詳細は国税庁のHPを参照。
■幹事報告 幹事 小髙俊明
1.来週はガバナー公式訪問です。スケジュールは後
日事務局より御案内します。
2.12月11日ポリオ撲滅チャリティコンサートが東京
会館ローズルームで開かれます。チケット代35,000
円ご協力ください。
3.函館RCより週報が届きました。回覧します。
■プロバスクラブ報告
安西 清会員
ヘルシーエイジング学会の市民健康講座「これから
の超高齢社会をどう生きるか！？」が開催されます。
10月5日 於：日野市立新町交流センター 入場無料
■卓話講師紹介 プログラム委員会 安西 清委員長
■卓話 「青少年月間において」
ガバナーノミ二− 水野 功様
クラブの皆様のバックアップに感謝申し上げます。
引き続きご協力をお願いします。地区の事で申し
上げますと舟木ガバナーがクラブ拡大に力を注が
れています。アメリカンクラブが創立され、外交官
O Bクラブが 作られ ようとしており、パストガバ
ナーでクラブがと8クラブ創立が見えてきます。5ク
ラブでも画期的といわれていますが・・・。会員増
強は地区の柱の一つです。RI理事会が定めた特別
月間が手続要覧296頁に載っています。8月の「会
員増強・拡大月間」から、年を跨いで6月の「ロータ
リー親睦 活動月間」の10月間です。その他に「米
山月間」等の日本特有のものがあります。「新世代
奉仕」が、2013年４月から「青少年奉仕」に変更に
なりました。ロータリーの五大奉仕の最後に「青少
年奉仕」が入り、これを含めてバランスがとれるよ
うになりました。地区の2013〜14年の組織図に、
次の新世代を担うプロジェクトのライラのセミナー
が9/14〜16開かれ私も出ました。基調講演、ケー
ススタディ、グループディスカッション、セミナ−参
加者スピ−チと内容は充実しています。インターア
クトの大会は昭和の森で開かれました。
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昭島RCにインターアクトクラブがあります。ロー
ターアクトは大学生・大学院生・職場の青年が対象
になります。様々な活動をしています。パシフィック
ベースンにもローターアクトクラブがあります。青少
年交換委員会では海外留学生の派遣・受け入れを
します。小さな親善大使として終了後活躍している
留学生もたくさんいます。今年は選考委員をしまし
たが応募者の質の差を感じました。ローテックスは
青少年交換で留学を終了した学生で、交換留学生
の世話をお願いしています。ライラはロータリーが
青少年指導者育成を目指し学生・職場から受講者
を募集して短期間ですが宿泊しセミナーを行いま
す。インターシップは東京都教育委員会と協定して
おり高校生の職場体験をクラブ会員企業が受け入
れ実習します。
「ロータリーの友」9月号の記事をコ
ピーしてお配りしましたが、お読み頂き「青少年奉
仕」の理解を深めて下さい。青少年委員会を担当す
るには時間も労力も必要です。次年度からガバナー
ノミ二−として私の活動も増えてきます。地区役員
にも出てご協力ください。
■閉会点鐘
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♦トピックス
1.9/15〜16にかけ台風１８号各地に被害のつめ跡
を。京都、滋賀、福井の3県に大雨特別警報が初め
て出る。
2.楽天イーグルス田中投手開幕から21連勝。プロ野
球新記録。
9/15ヤクルトバレンティンホームラン56号日本記録
（同日57号で更新）
3.アイオワ大等の研究グループが、12日付けの「サイ
エンス」に、1977年に打ち上げられた米宇宙探査機
「ボイジャー（Voyager)1号」が太陽系外に出て星
間空間と呼ばれる領域に入つた。と発表。人工物体
として史上初。※Voyager（航海者）
4.9/14イプシロン打ち上げ成功、小型天文衛星軌
道に。
5.9/15総務省日本の人口の1/4が65才以上の高齢
者と発表。8月に大阪住吉区の大川ミサヲさん115
才でギネスに世界最高齢に認定される。
ニコニコメッセージ
本田 誠さん
①水野ガバナーノミニーの卓話
を楽しみにしています。②平吹さんのお
元気な姿を拝見できて！！③今週の土曜
日に46名で釣大会を行えますので！！
1175回 通常例会 1176回 通常例会
10月1日 12：30 10月8日 12：30
高幡不動尊客殿
高幡不動尊客殿
司会者： 中澤会員
司会者： 黒川会員
卓話：小田原きよし様
卓話：長島昭久様
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小髙俊明さん
水野ガバナーノミニー本日の卓
話よろしくお願いいたします。
本田年度早々にご迷惑をかけまし
平吹正義さん
て申し訳ありませんでした。近代医学に助
けられ、すっかり元気になりました。
生沼通男さん
お忙しい中私の所属するフォト
サークル「であい」の写真展においでい
ただきありがとうございました。お陰様
で無事終了することができました。
平吹さんの元気な顔に会えたので！
水野 功さん
また、今日は私の拙い話をさせて頂くので。
安西 清さん
歩け歩け、360日で372万歩達
成！！2800ｋｍとなりました。次の目
標5000ｋｍとします。
濱田宣郎さん
またまた台風１８号による災害
発生。洪水、突風、等で被災された方々
に心よりお見舞い申し上げます。
先程、参道でたまたま同級生と出
平 良信さん
会いました。剣道七段というこで体はピンピ
ンだと言っていました。うらやましい。
大塚洋晃さん
神社の礼大祭も終り次は29日
(日)に商店会の秋祭りです。
鹿島邦彦さん
夕方にイギリス人の友人が我が
家にやってきます。ハグをしなくてはい
けないか今からドキドキです。本日訪問
の為途中で退室させて頂きます。
台風の中、無事お祭りが出来ました。
渡邉良勝さん
星野幸夫さん
台風一過快晴。しかし、台風は
京都の渡月橋をはじめ、各地に被害をも
たらしました。我々もいつ災難を受ける
かわかりません。気をつけましょう。
藤野益夫さん
台風一過好天です。被災地の皆
さんに心からお見舞い申し上げます。
朝倉邦雄さん
先週ようやく重い腰をあげてゴ
ルフクラブを購入しました。まだ、練習
はしてないのでそろそろ打ちっ放しで猛
特訓をしようかと思ってます。
ニコニコBOX
出席報告 総数
第1173回 28
第1171回

28

本日46,000円

累計374,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率28.82％
出席 MU前 MU後 欠席 出席率
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※今週のメークアップ なし
※先々週の後メークアップ なし

1177回 通常例会 1178回 通常例会 1179回 移動夜間例会
10月15日12：30 10月22日12：30 10月29日19：00
高幡不動尊客殿
浜寿司本店
高幡不動尊客殿
司会者： 栗山会員
司会者： 熊澤会員
司会者： 河野会員
卓話：大坪冬彦様
卓話：生沼通男会員
懇親会

事務局：東京都日野市神明4-22-13スペースブロンコ1F 〒191-0016 TEL 042-583-6434
会 長：本田 誠
幹 事：小髙 俊明
副会長：渡邉 良勝

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

