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ロータリーソング「奉仕の理想」 

「四つのテスト」 星谷 けい子 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

 ビジター：渡邊 昭 会員 

（前年度 2780 地区第 3G ガバナー補佐/藤沢北 RC） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・昨日、会長幹事会でロータリーウォークの結論が

出ました。コロナ第 3 波の影響もある為、縮小し

ての開催も困難ということで、今年度は開催しな

いことになりました。代替え案として、第 3 グル

ープで共同寄付をする事に決定いたしました。寄

付先の候補を各クラブで提案することとなりま

した。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・12 月 2 日の理事役員会報告 

  １．IM については、実行委員長を中心に準備中。 

    会員皆様に各班でお手伝いをいただきます。 

    班長よりお知らせが参りますので、ご協力 

 

     お願い致します。IM は 2 月 13 日(土)です。 

   2．2021 年度地区役員の件 

      地区副幹事に鈴木大次会員を推薦いたしま

す。ガバナー補佐幹事に吉野貴美会員にお

引き受けいただきました。 

      よろしくお願い致します。 

    3．田島会飯野ご逝去と新会員の入会に伴ない、 

      会務分担表を更新いたしましたので、配布 

      致します。 

    4．上半期ホテルは例と事務局の賞与について 

      例年通りとさせていただきます。 

・ 例会後、IM の設営班の打ち合わせがございます。 

   担当班の方は、ご出席をお願い致します。 

・ 例会中に年次総会を開催致しますので、よろし 

くお願い致します。 

・ 各委員会の委員長あてに、上半期活動報告書の 

提出をお願いしております。よろしくお願い致

します。 

・ 会長幹事会からの連絡事項です。 

1．6月に開催予定の台北国際大会の登録の割   

引登録機関が、2月 15 日までと延長されま 
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したので、お知らせいたします。 

 2．3 月 20 日(土)、新会員の集いを開催予定です。 

 3．4 月 18 日(日)、地区研修協議会、通常の形で 

   開催を予定しております。 

 

≪渡邊≪渡邊≪渡邊≪渡邊前年度前年度前年度前年度 2780278027802780 地区第地区第地区第地区第 3G3G3G3G ガバナー補佐より≫ガバナー補佐より≫ガバナー補佐より≫ガバナー補佐より≫    

  

前年度の第3グループ医療機関物資寄贈事業について 

報告をいただきました。 

    

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・大小原 地区補助金配分・VTT 委員 

  今年度地区内では、7 クラブが海外奉仕事業とし   

  て、地区補助金を利用して奉仕事業を行う予定で

したが、大名の影響で中止となってしまいました。 

  そのため、地区補助金の追加申請を受け付けるこ

ととなりました。コロナ関連の緊急補助も認めら

れますので、ぜひクラブからの申請をご検討くだ

さい。 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

 会員誕生日 12 月 13 日 大小原 徹 会員 

       12 月 13 日 吉川 栄紀 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 泉 信子 会員 

  勝又様、第 2 話たのしみにいたして居ります。 

  渡邊様、ようこそいらっしゃいました。 

 椋梨 兼彰 会員 

  渡邊様、本日はようこそ。 

  勝又さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 

 大小原 徹 会員 

  今年も誕生日お祝いありがとうございました。 

  免許証、今回もゴールドになりませんでした。残 

念です。高速で覆面パトにつかまりました。 

 吉川 栄紀 会員 

  誕生日祝いありがとうございます。 

  キビシイ年の瀬になりましたが会員皆様が笑顔  

  で新年を迎えられますよう祈念致します。 

  来年はいい年になります様に！ 

 勝又 茂成 会員 

  2 度目のスピーチの時間を頂き、すみません。 

  ありがとうございます。 

 

 2019‐20 年度 IMの新会員記念品 

     三村 浩一 会員 

 

 

 

≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫    

 会員総数 43 名（内出席義務人数 42名） 

      出席者  26 名  委任状 9名 

      出席率  61.19%  年次総会成立 

 

 1．2021‐22 年度理事役員の承認 

   吉川 会長エレクトより 

11 月 18 日に開催されました次年度理事役員選



考委員会において、次の通り選出されましたの

で、ご承認をお願いいたします。 

会長            吉川 栄紀 会員 

副会長           木島 英夫 会員 

幹事・会長エレクト     廣島  純 会員 

副幹事           小澤 智幸 会員 

理事（役員）・直前会長    野口 捷代 会員 

理事            瀧澤 秀俊 会員 

理事            椋梨 兼彰 会員 

理事            大野木 加代子 会員 

理事            川上 彰久 会員 

理事             大小原 徹 会員 

理事            小河 静雄 会員 

理事            星谷 けい子 会員 

理事            大貫 美則 会員 

S.A.A（役員）        鈴木 大次 会員 

会計（役員）          鈴木 隆一 会員 

 

2．前年度財務報告と現年度の 

収入と支出を含む中間報告 

     前年度に関しては、田中会計監査に承認いただ

いております。 

     現年度 7－9 月については、鈴木隆一会計長より 

   会計報告をいただいております。 

 

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

  橋本 憲明 会員 

皆さんの 3分間スピーチをお聞きしていて、「為にな

った」と言っていただけるのがうらやましく思い、為

になるお話をさせていただきます。 

私はファイナンシャルプランナーです。今年も残り、

20 日、年末年始お忙しいことと思いますが、今年は、

イベントごとがないのではないでしょうか。年内にや

り残したことはないでしょうか。我々FP や税理士は、

年末が大事です。個人でいうところの税務関係の「締

め」が年末にあります。たとえば、暦年贈与やニーサ

のようなもの締めが年末となります。 

今日は、暦年贈与についてお話します。年間 110 万づ

つ、相続税対策として贈与する一番基本的なものです。

毎年忘れずにやることが大切です。留意点として税務

調査が入った時、定期預金のままになっていて、贈与

できていなくて、資産として戻されているというのが

多くあります。贈与契約、贈与したという形を残すこ

とがポイントです。やりすぎも問題になります。教育

資金として贈与を続けて、長生きされる方が多いため、

老人ホームの維持費が払えなくなったり、子どもが無

駄遣いをしてしまったり、甘えてしまうということが

起きています。 

このような事があるので、仕組みもできてきて、暦年

贈与と保険を合わせたものが出てきています。おじい

ちゃんおばあちゃんが、子どもや孫の若いうち、保険

料が安いうちに医療保険や年金型の保険料をコツコ

ツ負担するというのを暦年贈与でやるという仕組み

が注目されています。何十年後かに、亡くなったおじ

いちゃんおばあちゃんを思い出して感謝されれるプ

レゼントプランがあります。 

忘年会や新年会のない、時間のある年末年始にじっく

り考えてみてはいかがでしょうか。 

                                                                

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

「イニシエーションスピーチ 2」 

  株式会社ジェイコム湘南・神奈川 

  常務取締役 

  勝又 茂成 会員 

 

 



 

勝又会員、2 回目のイニシエーションスピーチ 

前回は、生い立ちについてお話いただきました。 

今回は、事業所で手掛けていらっしゃる映画の紹介を 

たっぷりしていただきました。 

 

超大作、「燃えよ剣」の予告映像を見せていただきま

した。コロナ禍の影響で公開予定が延期されているそ

うです。封切りが待ち遠しいです。 

 

 

野口会長より謝辞 

 

 

吉川会長エレクトより、次年度理事役員の発表 

 

 

次年度 理事役員の皆様 

よろしくお願い致します 

 

 

本日のお食事 

 

 

 

 


