第 963 回
2011 年 7 月 26 日（火）曇り

斉
出

第4回

唱
席

手に手つないで
会員 60 名（出席率算入人数 55 名）
出席 48 名 出席率 87.27％
前々回補填率 96.23％
（7 月 12 日分）
ゲスト
米山奨学生   キム・ウォンギョンさん
ビジター 中部名古屋みらい RC

伊藤 正樹さん

会長 あい さつ


会長

山本

郁矢さん

皆様、こんばんは。
皆様に計画書が行き渡っている
と思いますので、ゆっくりお目通
しをお願いします。本日は、クラ
ブ総会という行事予定となってお
ります。会計報告並びに決算報告
を行いたいと考えます。スムーズ
に総会が進行すればと考えており
ますので、皆様にご協力をお願い申し上げまして、
本日の会長あいさつに代えさせていただきます。

幹

事

報

本日合計

林
隆二さん
加藤 宜之さん
浅井
浩さん
田中 省三さん
三浦
隆さん
大橋さなえさん
白銀 義昭さん
三島多恵子さん
三浦 和人さん
新原
尚さん
木下 福郎さん

43,000 円

累計

山本 誠一さん
白藤 憲雄さん
牧野 好弘さん
榊原 和美さん
黒田 康正さん
中村
勝さん
犬飼りさ枝さん
宮本 浩史さん
細井 俊男さん
宮嵜 良一さん
166,000 円

委 員 会 報 告
■環境保全・保健問題委員会

委員長 中村
勝さん
クラブ計画書でアンチエイジングエクササイズを
やると通告をさせていただきましたが、今日から3
分間、皆様の知能が衰えない様にエクササイズをや
ります。

告


幹事 入谷 直行さん
1. 次回8月2日は、理事会を17時から17F「パイン」
で開催いたします。お忘れの無いようにお願いい
たします。
2. 明日7月27日、新旧理事・役員の交歓会が18時30
分からあつた蓬莱軒神宮店で行われます。お間違
いの無いようにお願いいたします。
3. 地区大会の案内が出席袋に入っております。ホス
トは瑞穂RCで、協力依頼があり全員登録となっ
ております。出欠に関わらず、1人7,000円ご負担
をいただく事になっておりので、ご理解をいただ
きたいと思います。
4. 海外出張届けが出ております。杉山隆秀さん、ア
メリカへ、7月22日〜7月28日です。

ニコ ボッ クス
◆

佐々木元彦さん
鈴井 一博さん
猪村 美之さん
久米 伸治さん
東山 直史さん
川辺 清次さん
伊藤 圭一さん
坂田 信子さん
長尾 浅吉さん
伊藤 博昭さん
本多 利郎さん

本日は、新年度クラブ総会です。

出田真太郎さん 安藤
修さん 江上 隆夫さん
川瀬
悟さん 野々村憲吾さん 田中 一雄さん

年次クラブ総会
■議長
会長 山本 郁矢さん
会則に則りまして、2011-2012年度名古屋名南RC
新年度クラブ総会の議長を務めさせて頂きます。皆
様の絶大なるご協力をお願い致します。
■会計報告
前年度会計 本多 利郎さん
収入の部は、実績額で報告いたします。前期繰越
金は24,560,542円、入会金収入は1名入会で180,000
円、年会費収入は30,130,000円、ビジター収入は

51,700円、受取利息収入は7,622
円、当期収入合計は30,369,322円
で、合計54,929,864円です。
支出の部は、本部地区費等々、
クラブ活動費、クラブ運営費と3
つの部門で分かれております。
本部地区費の小計は2,100,000
円、この中で大幅に減ったものが
地区資金分担金で、下期の資金請求が年度当初より
少なかったためこのような数字になっております。
クラブ活動費は、各委員会毎で低く抑えていただ
いており、増えたのは登録料の800,000円が839,500円
で、地区大会、地区協議会他のガバナー補佐の会議
が多かったという事で増えております。小計は予算
額が6,905,000円、実績額は6,398,104円となっており
ます。
クラブ運営費は、例会費が小幅に減っておりまし
て12,500,000円が10,967,452円、事務費も5,300,000円
が5,080,979円、通信費、雑費も減っております。小
計は19,574,310円です。
支出合計は、予算額が31,145,200円に対しまして
実績額は28,273,184円です。当期収支は、2,096,138円
となります。次期繰越金は、25,516,713円で、総計
54,929,864円となっております。
次に、特別会計の記念事業積立金収支決算書で、
20周年事業の収入は20,661,010円、支出は6,424,082円
となっており、次期繰越金14,236,928円となっており
ますが、この繰越金の中から東日本大震災に対し、
台北ミレニアムRCと共同で4,500,000円を次年度に使
わせていただきます。
■監査報告
前年度会計監査 加藤 宜之さん
7月7日事務局におきまして、帳簿、通帳等確認
し、正に相違無い事をご報告申し上げます。
■ 2011-2012 年度クラブ事業計画の件
⑴予算案
会計 榊原 和美さん
収入の部は、前期繰越金
25,516,713円。入会金収入は今
年度2名の新入会員を予定して
おり360,000円。年会費収入は
27,600,000円。これは、今期59名
スタートで2名の増員があり、前
期59名、後期61名で計算しており
ます。ビジター収入が28,200円、
収入利息が10,000円、ニコボックスから2,000,000円
という事で、今年度は計上させていただきました。
前年度から今年度にかけて、7名辞められてお
り、会費収入が3,200,000円程減っております。その
関係で赤字会計を組む訳にはいかないので、ニコ
ボックスから2,000,000円振り替えさせていただくと
いう事でございます。当期の収入合計が29,998,200
円、合計で55,514,913円です。
支出の部は、本部地区費等が小計で2,023,950円。
クラブ活動費が小計で6,955,000円。この中で去年と
少し変動がございますのが、親睦活動・家族委員会
が3,500,000円の予算を出させていただいております
が、昨年度は3,000,000円でしたので、500,000円アッ
プでございます。

クラブ運営費は小計で20,639,000円。その中で事
務費で去年より少し減っていますが、これはピア
ノの先生が今年度辞められた分です。支出の合計
が29,917,950円、次期繰越金が25,596,963円、総計
55,514,913円で予算を組ませていただきました。
⑵クラブ行事予定
幹事 入谷 直行さん
今期は親睦重視という事で予算
を組ませていただいております。
非常に少ない収入の中で最大限に
楽しくやろうという事ですので、
なるべく皆様方の知恵やアイデア
をしっかり発揮していただいて、
楽しい1年にしていただきたいと
思います。
行事の中で一番大きいものが、IMでございます。
三浦和人さんがガバナー補佐、白藤憲雄さんが分区
幹事という関係で、2月21日に名南RCがホスト、実
行委員長は山本誠一さん、副委員長は川辺清次さん
で行います。
行事予定を申し上げます。8月9日三浦和人さんの
ガバナー補佐訪問がございます。8月24日ガバナー
公式訪問は、東南RCがホストで例会日が変わりま
す。9月17日地区補助金事業で、社会奉仕とロータ
リー財団の両委員会で準備しておりますフットサル
は、3施設の児童を招いて金山フットサルアリーナ
で開催します。これは例会変更になっておりますの
で、多数ご出席をいただきたいと思います。10月18
日職場例会で加藤さんのカネハツで工場見学と食事
をさせていただく予定になっております。これは
職業奉仕委員会のセッティングでございます。11月
19、20日地区大会は瑞穂RCがホストで、全員登録と
いう事でございます。12月22日忘年家族会、場所は
マリオットアソシア16Fの予定です。2月21日IM、
これがこの年度の一番重要な行事です。
例年と少し違うのは、5月15日に1000回の例会と
なります。まだ詳細は決まっておりませんが、大き
な節目ですので、親睦活動・家族委員会で色々アイ
デアを出していただきたいと思います。また、5月
29日に環境保全の関係で、環境に関わる工場の見学
という事になっております。なかなか体験できない
事だと思いますので、奮ってご参加をいただきたい
と思います。
今年は、親睦重視という事で親睦に大きな予算を
と考えておりましたが、東北の事もございます。東
北の義援金の件は、2つの施設に20周年記念の残余
のお金から支出をするという事ですが、これもまた
大きな事業でございます。これには台北ミレニアム
RCが関わり、会長さんも一度はこちらへお出でにな
るという事も伺っております。相当多額に義援金を
いただく事になりますので、場合によってはお礼の
訪問をしなければいけないという状況もあると思っ
ております。東北の義援金の仕事は地区からも非常
に良いアイデアだという事になっておりますので、
もう少し色々膨らませて、より良い形にしていきた
いと思っております。
以上が本年度の行事の概略でございます。どうぞ
宜しくお願いいたします。

ロータリー財団委員会報告
■ロータリー財団委員会 委員長 東山 直史さん
ロータリー財団は既に2回、280
人程の大きな会を開いておりま
す。パイロット地区のため「未来
の夢計画」というものが財団の方
で方向付けされており、前年度か
ら事が運び、2年目であるという
事で、財団本部の地区委員長さん
達が大変はりきっておられます。
それに追従するか否かは、各クラブで判断すれば良
いのではないかと思っております。
どのような事がどのようなシステムで事が運んで
いくかは、余り皆様もご興味が無いと思いますの
で、この事に関しては、事務局の中村さんへ逐一お
尋ねをいただいて、設問、答えというような感覚で
していきたいと思います。
ロータリー財団は皆様の友好的な浄財で成り立っ
ております。ロータリーという組織の中でロータ
リー財団とは、人間に例えますと血液のようなもの
ではないかと思います。血液が無ければ、その組織
は成り立つ事ができません。という事は、皆様方に
より多くの友好的な浄財をお願いしたい。そしてそ
の浄財を提供しやすいようにという事で、税制の優
遇措置が取られるという事でございます。その辺り
の詳しい事も逐一書面にて皆様方にご報告申し上げ
たいと思います。
そして、「毎年あなたも100ドルを」だけは、100
ドルと言わず、10,000円をめどにお願いしたいと思
います。
また、ロータリーカードの入会申し込みを斡旋し
て下さいとのことで、これの何パーセントかがロー
タリー財団の原資になるという事ですのでご協力を
いただきたいと思います。

■ 臨時理事会

議事録 ■


日
場

報告者 入谷 直行さん
時 2011 年 7 月 26 日㈫  17：30 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
17F『パイン』
出席者 山本、伊藤、中西、宮嵜、入谷、榊原、
久米、浅井、東山、木村、本多、細井

17名中12名参加
◎審議事項
一、2010 － 2011 年度会計報告の件

＜前年度会計 本多 利郎さん＞
前期 1 名の入会
本部地区費、クラブ活動費、クラブ運営費
全て予算内
一、2011 － 2012 年度予算報告の件

＜会計 榊原 和美さん＞
2 名入会予定
前期 59 名 後期 61 名
会員数減少のため、ニコボックスから 200 万振替
一、出席免除の件
＜幹事 入谷 直行さん＞
太田 敦士さん
出席免除申請 条件を満たしているため承認
※次回のご案内
8 月 2 日㈫  
名古屋マリオットアソシアホテル
17 Ｆ「パイン」 17：00 〜

第 965 回例会（8 月 9 日）のご案内
ガバナー補佐訪問

