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ＲＩテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『インスピレーションになろう』
地区のスローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『チャレンジしよう』
本日 5 月 7 日のプログラム：笠岡市長 小林嘉文様卓話
次回 5 月 14 日のプログラム: 武田恒雄会員卓話
＊4/30（火）の例会は取り消しとなっております。お間違えなきようお願い致します。
・・・・・・・・・第 3091 回 2019 年(平成 31 年)4 月 23 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 吉本会長 ★ソング 四つのテスト ★食事 にぎり寿司定食 ★天気 曇り
★会長挨拶
皆様、ようこそおいでくださいました。有難うございます。
本日は、笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様をゲストにお迎えいたしております。後ほど、「消
費税軽減税率制度及び税に絡む特殊事例等」と題した卓話を頂きます。よろしくお願い申し上げます。
国民の三大義務として教育、勤労、納税が日本国憲法に示されています。
ロータリーにおいて対比しますと、教育に対するものがロータリー雑誌の購読、勤労に対するものが出席、
納税に対するものが会費納入でしょうか。それぞれロータリアンの義務なのか、疑問に思われる会員もいら
っしゃると思います。
国際ロータリー定款には、解釈の仕方として『RI 定款および細則、標準ロータリークラブ定款の全部に
わたり、
「shall」,「is」,「are」という単語は「義務」を意味し、
「may」,「should」という単語は「任意」
を意味するものである』と規定されています。
手続き要覧のトップページに「本要覧の意味や解釈について疑義が生じた場合は、英語版が正文となりま
す」とも規定されていますので、英文を見てみますと、ロータリー雑誌の条項では、each member shall
subscribe to the official magazine.と義務を意味する「shall」が使われています。
会費納入の条項では、Every member shall pay annual dues.とやはり義務を意味する「shall」が使われ
ています。
一方、出席の条項では、Each member should attend this club’s regular meetings.と「任意」を意味
する「should」が使われています。
会費の不払い、ロータリー雑誌購読の拒否は会員身分の終結に直結しますが、出席は、ホームクラブに半
期 30％以上の出席、メーキャップを含めて半期 50％以上の出席などある程度の要件を満たしていれば、会
員身分の終結には至りません。また 2016 年からは、クラブの自治権すなわち細則で出席の要件を厳しくす
ることも緩めることもできるようになりました。今月開催された規定審議会では、メーキャップの規定が例
会前後 14 日間から同年度内に変更され、来年度からの効力ですが、年度内にわたり出席を蓄えることがで
きるようになっています。配偶者の代理出席を本人の出席と認めようという制定案も日本から提出されてい
ましたが、否決されています。
米山梅吉氏が「ロータリーの例会は人生の道場である」と語っていますように例会出席は人生を磨くため
のロータリアンの義務であると同時にロータリアンにのみ与えられた権利でございます。S.A.A の許可がな
い限りロータリアン以外は、なんびとたりとも例会場に立ち入ることはできません。
笠岡ロータリークラブの出席率は、今年度、第 6 グループでは常にトップを維持しています。中田委員長
をはじめ会員皆様方のお陰でございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
★持ち回り理事会報告
第 1 号議案：倉敷高校インターアクトクラブ認証状伝達式参加、お祝い金の支出について
参加者：片岡インターアクト委員長、お祝いとして慶費より 10,000 円を支出することが承
認されました。
第 2 号議案：例会場ホワイトボード、改元にともなう「令和」マグネットシート製作について
SAA 予備費より 1,080 円を支出することが承認されました。
第 3 号議案：カブトガニ繁殖地内での保護啓発運動への参加について
令和元年 5/18（土）開催、参加者はメークアップ扱いとすることが承認されました。

★会長報告
・4/18（木）地区補助金（臨時費・災害支援用）活用奉仕プロジェクト、西日本豪雨災害支援北川保育所
への人工芝設置の目録を笠岡市長へ贈呈して参りました。堀社会奉仕委員長と大山幹事と私が行って参
りました。
・4/20（土）インターアクト地区協議会が松江にて開催され、中田次年度地区インターアクト委員兼クラ
ブインターアクト委員長がご出席されました。お疲れ様でございました。
・4/26（金）次年度第 2 回委員長会議が開催されます。小笠原会長エレクト、藤井副幹事、次年度委員長
の皆様、御疲れ様です。
・倉敷東ロータリークラブを提唱クラブとし、倉敷高校にインターアクトクラブが新設されます。4/27
（土）倉敷高校インターアクトクラブ認証状伝達式が倉敷高校にて開催され、片岡インターアクト委員
長がご出席されます。よろしくお願い致します。
・5/2（木）タウランガ RC からの語学研修生、アンネリースさんの送別会がやくう笠岡店にて開催されま
す。久我国際奉仕委員長をはじめ、委員会の皆様、ご出席下さいます皆様、お世話になります。よろし
くお願い致します。アンネリースさんは翌日、5/3（金）16：30 岡山空港発で帰国されます。
本日はロータリー創立１１４年と５９日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と３０９日にあたり第３０９１回の例会です。
★幹事報告
＊その他連絡
・4/7（日）地区補助金（臨時費・災害支援用）を活用した奉仕プロジェクト、西日本豪雨災害支援とし
て、北川保育所への人工芝設置作業を実施致しました。その時の記事が本日の山陽新聞に掲載されてお
りました。回覧致します。
★委員会報告
藤澤親睦活動委員長
・5/19（日）春の親睦旅行の再度案内。6/9（日）5 クラブゴルフ大会の再度案内。
親睦旅行締め切りは過ぎておりますが、ご参加ご希望の方は早目にお知らせ下さい。
5 クラブゴルフ大会は締め切りまでまだ時間がありますのでご参加に変更される方はお知らせ下さい。
久我国際奉仕委員長
・アンネリースさんの送別会を 5/2（木）19：00 から、やくう笠岡店にて開催致します。出欠確認書を
回覧致しますのでご記入をお願い致します。
齋藤社会奉仕委員：カブトガニ保護啓発運動が 5/18（土）15：30～17：30（受付：15：00）に開催され
ます。笠岡 RC は神島側での啓発運動となります。集合場所は神島公民館、駐車場は神島公民館駐車場で
す。出欠確認書を回覧致しますのでご記入をお願い致します。
吉岡 SAA
5/7（火）からクールビズを実施致します。
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
前々回(4 月 9 日)補正
35+（16）＝51
32+（11）=43
93.48％
86.96%⇒97.83％
当日欠席者 （3 名）堀泰典君・笠原孝方君・山河敏幸君
前々回補填者（5 名）岡本章君・山名照知君・津田謙二君・片岡靖隆君・原田一成君
★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：吉村様、ようこそお越し下さいました。卓話を楽
しみにしております。アンネリースさん、ようこそ笠岡へ。たくさんの思い出をつくって日本の文化にふ
れて下さい。地区研修・協議会にご参加の皆様、お疲れ様でした。卓話を楽しみにしています。
小笠原和壽君・藤井幸治君：アンネリースさん、笠岡を楽しんでいますか。中田次年度地区インターアク
ト委員兼クラブインターアクト委員長、インターアクト地区協議会へのご出席有難うございました。笠岡
放送様、山陽新聞様で地区補助金奉仕プロジェクトが紹介されました。取材等、有難うございました。
津田謙二君：来年 2020 年 4 月、中学校再開予定です。現在、県に認可申請中です。
水川創壌君：4/20、昨年奉納させていただいた天目茶碗が京都建仁寺四頭茶会で初使用され、正客として
お呼びいただきました。山陽新聞様、笠岡放送様で取り上げていただきました。有難うございました。
中田智明君：バッチを忘れました。申し訳ございません。
小堀秀男君・桑田由香里君：早退します。
★プログラム：笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様卓話
「消費税軽減税率制度及び税に絡む特殊事例等」
★ゲスト
：笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様
タウランガ RC からの語学研修生 アンネリース ヘレナ ダービーさん
★ビジター ：ありません

★プログラム予定
５/１４
武田恒雄会員卓話
５/２１
矢掛屋 代表取締役 安達精治様卓話「笠岡市の観光客受け入れと街の活性化」
５/２８
中銀アセットマネジメント株式会社 代表取締役 國定 剛様卓話
「一縁融合～ビジネスは小さなご縁の積重ね～」
６/４
笠岡青年会議所 理事長 鳴本太郎様卓話「私と仕事と JC は」
６/１１
一年を振り返って
６/１８
一年を振り返って
６/２５
会長・幹事慰労夜間例会
★行事予定
５/９
５/１２
５/１６
５/１８
５/１９
６/８
６/９

インターアクトバッチ授与式（おかやま山陽高等学校）
次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー（出雲）
ソロプチミスト笠岡チャリティーゴルフ大会（笠岡カントリー倶楽部）
カブトガニ保護啓発運動（カブトガニ繁殖地内、神島側）
親睦旅行（大久野島（うさぎ島）としまなみ海道・大三島）
新旧会長・幹事会（総社）
5 クラブゴルフ大会（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）

★配布物 週報（メール）卓話資料
四つのテスト : 真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか
★各種行事

４月第４例会 吉本会長挨拶

４月第４例会 本日のプログラム

タウランガＲＣへお土産贈呈

語学研修生アンネリースさん挨拶

【本日の食事】にぎり寿司定食

久我会員「地区研修・協議会報告」

片岡会員「地区研修・協議会報告」

藤井副幹事「地区研修・協議会報告」

笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様卓話

笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様卓話

笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様卓話

笠岡税務署法人課税部門 統括官 吉村昭信様卓話

