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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

 本日の例会 （12月17日 第25回）             夜  間  例  会  担当:親睦活動委員会、ＳＡＡ、出席資料管理委員会 

第23回（通算2404回）通常例会  

日時：2015年12月10日（木）12：3０～13：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：通常例会 

担当：職業奉仕委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 紺野 富士夫 委員  

四つのテスト：社会奉仕委員会 荒 洋一 委員 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１５年12月17日 

第23号 （通算2274号） 

          ～12月は疾病予防と治療月間～  

ロータリー情報・定款細則委員会 委員長 川端 清 ＰＣ 

 暫く振りのロータリー情報でござ

います。本日は12月という事で、

確定申告の時期が近づきましたので

税金のお話をさせていただこうと思

います。 

 昨年、村田パスト会長もお話され

たと記憶していますが、ロータリー

活動上の税制措置などをお話します

ので是新会員の方も是非、お聞きい

ただき、参考に下さい。 

以 下 ロ ー タ リ ー ジ ャ パ ン HP よ り（http://www.rotary.or.jp/

material/yasasiizaidan/material_1301.html） 

 確定申告の時期が近づいてきましたので、今月はロータリー財団

の寄付の税優遇措置について、紹介します。（公財）ロータリー日

本財団を通して寄付をした場合、確定申告の手続きをすることによ

り、特定公益増進法人への寄付金として、税制上の優遇措置の対象

となります。 

(1)個人の寄付 

①税額控除：寄付額の約40%が戻るという画期的な税制が実現し

ました。 

（寄付金－2,000円）×40% （限度額：所得の40%、または所

得税額の25%) 

ロータリー日本財団への寄付を10万円しますと、 約4万円が税額

控除になります。 

②所得控除：所得の額によって、所得控除の方が有利 な場合もあ

りますので、ご確認ください。 

(2)法人の寄付 

税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。 

①一般限度額 

（所得×2.5 / 100） ＋（資本金等×2.5 / 1,000）× 1/4 

②公益増進法人特別限度額 

（所得×6.25/100）＋（資本金等 ×3.75/1,000）  ×1/2 

③国、地方公共団体は、寄付金額 

①+②+③の合計が損金算入限度額 

一般限度額は半分に縮小し、公益増進法人限度額は、5割増しに改

正されています。 

④都道府県・市町村の控除 

条例での指定状況は都道府県によって異なりますが、一部の都道府

県・市区町村では条例の指定により、公益財団法人ロータリー日本

財団への寄付金に対し、個人住民税の税額控除が受けられます。 

～詳しくは、ホームページをご覧ください～ 

 皆さんは本年6月17日、選挙

で投票出来できる年齢を現在の

20歳から18歳以上に引き下げ

る「改正公職選挙法」が成立し

たのを覚えておいでかと思いま

す。公布から1年を経て来年夏

に行われます参議院議員選挙よ

り適用され、高校三年生の一部は投票に参加出来るように

なります。この「改正公職選挙法」は戦後20歳以上の男

女と現在の投票権が決まってから実に70年振りの重要な

変更であります。 

 

 ここ数年、国政・地方選挙での投票率が低下傾向にあり

ます。昨年の衆議院議員選挙では投票率が52.66%に落ち

込み、その中で総務省の調査では20歳代が32.58%、60

歳代は68.28%だったそうです。本改正に至った経緯です

が憲法改正の手続きを定める国民投票法の改正が契機とな

り、改憲の是非を問う国民投票が出来る年齢を定めるにあ

たって、各党が18歳選挙権の2年以内に法整備するという

事で歩み寄った経緯があります。 

 

 この「改正公職選挙法」についてはもう少し勉強したい

と思いますが、そのような経緯で投票年齢が18歳以上に

なった訳ですが、この取り組みには多くの課題もありま

す。その課題とは、教育現場の課題、教育者の公平思想、

社会的課題、報道機関の公平報道、18歳の課題、自己判

断が出来る広い視野での情報収集能力などです。本18歳

選挙権の実現に伴い、民法の定める成人年齢の引き下げを

巡る議論も必要だと考えます。参議院議員選挙時に実施さ

れるこの制度、皆さんにも色々なお考えがあると思いま

す。いかがでしょうか。 

会長挨拶（沼田 常好 会長） 

２．2016年1月19日に千歳セントラルＲＣの例会で日本中央競

馬会 札幌競馬場長の 植田 克己 様を迎えてのゲスト卓話を

予定しています。坂井 治 ガバナー補佐より、特にメークアッ

プの経験のないロータリー歴の浅い会員さんは是非ご出席下さい

とご案内いただきました。是非この機会にご出席をお願いしま

す。 

 

３．来週の夜間例会は「クリスマス家族会」です。ＢＩＮＧＯ大

会の景品提供をしていただける方でまだ事務局に景品を届けてい

ない会員の方はお早めに事務局に届けて下さい。。 

ロータリー情報紹介 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

 

１．昨年、藤本年度で展開しました

「ポ リ オ 撲 滅 活 動」に 対 し て、

「2014-15年度End Polio  Now 

キャンペーン感謝状」をガバナー事

務所からいただきました。 

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/DSC00909.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/DSC00911.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/DSC00919.jpg
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出席率 

今回：63.1% (12月10日=36/57 実数)  

確定：71.9% (11月26日=41/57 ､うちMu0名） 

 ニコニコＢＯＸ 

１．沼田 常好 会長  本日の例会よろしくお願いします。(^O^) 

２．浅利 美恵子 会員 前回の健康委員会担当例会「いきいき100

歳体操」多くの方に参加いただき、ありがとうございました。ヽ

(^。^)ノ３．荒 洋一 会員   前回の例会での共同募金にご協力い

ただきありがとうございました。!(^^)!４．五十嵐 宏 パスト会

長 12月4日に警察庁長官より暴力追放栄誉銀章を受けました。

(*^^)v５．阿部 正信 会員  13日の長男の結婚披露宴にロータ

リーから多くの出席のお返事をいただきありがとうございます。

よろしくお願いします。(^o^)／６．藤本 敏廣 パスト会長 妻の

誕生日に一日遅れのお花、ありがとうございました。(?_?)７．腰

越 くり子 会員  来週の「クリスマス家族会」よろしくお願いし

ます。引き続きBINGO大会の景品提供のご協力もお願いします。

<(｀^´)>８．岡崎 進 会員   妻の誕生日にお花をいただきまし

た。ありがとうございます。(^_^.)９．福田 武男 パスト会長 地

区職業奉仕委員会に卓話の依頼をいただきました。ありがとうご

ざいます。(^O^)10．大澤 雅松 会員  千歳民報によると、ご当

地ソング「千歳恋物語」が22日よりカラオケ配信開始だそうで

す。今後歌詞カードを持ち歩かなくて良さそうです。^_^;11．菅

原 正行 会員  福田2510地区職業奉仕委員会委員長、本日の卓

話よろしくお願いします。(*^。^*) 

講師紹介: 職業奉仕委員会 委員長 菅原 正行 

 

 皆さん、こんにちは。本日はＲ

Ｉ第2510地区 福田 武男 職業奉

仕委員会 委員長によります卓話

です。テーマは「これからの職業

奉仕を考える」それではよろしく

お願いします。 

 

 

RI2510地区  職業奉仕員会 委員長 福田 武男 （千歳ＲＣ・ＰＣ） 

卓話テーマ「これからの職業奉仕を考える」 

 

 皆さん、こんにちは。今日は地

区の職業奉仕委員会の委員長とし

て話をいたします。来年6月で地

区職業奉仕委員長としての任期終

了ということですので、地区の委

員会がどのようになっているのか

をご説明いたします。 

 

 私は、入会当初親睦活動委員会それからはローターアクト委員会

が多かったのですが、仕事で地方に診療所を開院いたしまして、

ロータリー活動をやっている場合でなくなり、クラブの例会の出席

がつらかったことがありました。まず新入会員は最初のお世話・親

睦が大事かと思います。やはりこのような例会場に入ってくるのは

抵抗がありまして、やめようかなと思っていたころにローターアク

トの委員長に任命されて続いております。それからクラブの会長に

ならせてもらいました。国際奉仕委員会も多かったのですが、村田

会長年度クラブの職業奉仕委員会の委員長のとき、佐藤秀雄パスト

ガバナーより地区の職業奉仕委員会の委員のお話しがあり地区の活

動を行っておりました。そのうち地区の職業奉仕委員会の委員長を

やってもらいたいと言われ3年間続いています。地区職業奉仕委員

会のカウンセラーをロータリーに詳しい塚原房樹ＰＧ（札幌東Ｒ

Ｃ）にお願いして始まったわけです。委員長になってからは各ガバ

ナーのご指導の下、自由に活動させてもらいました。 

 

 今まで職業奉仕委員会でガバナー月信のスペースを使わせていた

だいていたのですが、今年は使えなくなり職業奉仕について分かり

易くまとめようと思っていたのですが駄目になりました。ただ来年

の1月にスペースを頂くことが出来て、現在4ページ原稿を準備し

ているところです。もう一つ、地区の職業奉仕委員会は現委員長が

次年度の委員長を指名し次年度委員長が次の委員を決めることと

なっております。 

 

 今年度はＷＥＢ会議のハングアウトを使ってテレビ会議を行って

おります。それによって函館地区、留萌の方が委員になりました。

みんな若く入会1年目、2年目の会員です。地域を問わずに人が集

まれる委員会になりました。またチャットワークを使って情報の共

有化を図っています。次年度は全クラブの職業奉仕委員長にも参加

していただいて拡大を図っていきたいと思います。来年４月には地

区協議会を開催し現委員会が次年度委員会を支援していくことを考

えています。あと半年で3年間の地区職業奉仕委員長の区切りがつ

きホッとしています。 

 

 今日は、卓話「これからの職業奉仕を考える」で色々なことをお

話いたします。まずは「四つのテスト」についてお話いたします。 

(スクリーンショット参照) 

○四つのテストの邦訳は？ 

ハーバートＪ．テイラーにより考案された。「職業倫理上の尺

度」、「生活・人間関係・道徳的にも活用」、「ロータリアンはま

ず自分の職業に使ってもらいたい」、「思いが大事である」 

○ロータリーの目的の邦訳は？ 

「綱領」から「目的」に変わる。（改訳）「奉仕の理想」が「奉仕

の理念」に改訳される。・ロータリーの目的は一つ 意義ある事業

の基礎として奉仕の理念を推奨し、これを育むことにある。 

○2013年のＲＩ定款改訂による 

意義ある「事業」・・・邦訳として考えると「活動・行動」という

意味では？ ・「ロータリーの友」に投稿、来月号の「友」の「愛

の広場」に掲載される予定 ・親睦＝精神的な親睦＝例会・仲間＝

奉仕の心 ○誰にとっても分かりやすくなる

○職業奉仕リーダーシップ賞 

2015～2016年度 地区では千歳ＲＣ丹治 秀一パスト会長を推

薦している。分収造林「ロータリーの森林（もり）」の植樹・育成

功労  

～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

本日のニコニコＢＯＸ  11名 20,000 円  

 2015年12月11日 (火）ＡＮＡホリデー・イン札幌すすきの2

階 オールディダイニングヴェルデで「第5回札幌千歳会」が開催

され、千歳ＲＣ会員1名が出席し、総数8名が集りました。今回も

和やかな中で親睦と意見交換が行われ、盛大でした。 

 

※「札幌千歳会」は、元千歳ＲＣ

メンバーが転勤などで札幌に行か

れた方々を中心に定期的に集い、

近況報告と意見交換等を通じて親

睦と交流を深める為に作られ、今

回で5回目の開催となりました。 

～詳しくは、ホームページをご覧

ください～ 

職業奉仕委員会 卓話 

第5回札幌千歳会開催報告 
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