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新千葉ＲＣ

森島 弘道 様

会

財務省は、米アマゾンなど海外の企業が日本国内
で電子書籍を販売する際に消費税を課税できるよ

長

挨

拶

早ければ２０１４年にも課税に踏み切る予定です。

幹
吉田

朋令

事

報

告

幹事

成人 会長


本日は、職業奉仕として、自分の職業に関する面

現在、海外に拠点のある企業は電子取引を通じて
国内の消費者に電子書籍、音楽などのデータやサ
ービスを売っても

５月１７日合同幹事会報告。並木次年度ガバナー補佐
より次年度は委員会名称など変更されている点もある

白い話題を提供いたします。

のでよろしくとのこと。


６月１７日千葉青年会議所主催じゃがいもチャリ
ティゴルフがあります。希望者は事務局まで。

消費税がかからないこと 知

地 区 協 議 会 報 告

っていました？要するに、アマゾンなどの海外企
業から電子書籍を購入すれば、 消費税分安くな
ります。なぜ、このような事が起きるかというと、
「法律ができた１９８９年当時には考えにくい取
引形態だった」と政府関係者は説明しています。
現状では海外に拠点のある企業は消費税を上乗
せしない価格で販売できるため、国内勢が不利に
なり、多くの企業が海外に流出する懸念がありま
す。

作次
仁
勝己

う、来年春以降の法令改正を目指す方針を固めた。

本日のお客様

山本

田中
得居
平山

会長部会

吉田

宏一 次年度会長

皆さん、こんばんは。

を学んで来たしだいです。

4 月 29 日に地区協議会が開催されました。

吉田会長の 2013～2014 年度方針を、理解しサポ

過日のＰＥＴＳの報告でも述べさせていただき

ートをしっかりさせていただきます。2790 地区に

ましたが、次年度ＲＩ会長ロンＤ・バートンのテ

おいては、地区研修セミナー・地区協議会・地区

ーマは

大会等に参加し千葉東ロータリークラブ例会にて、
ＥＮＧＡＧＥ

ＲＯＴＡＲＹ

伝達・報告等をして行き地区での報告の遅れが無

ＬＩＶＥＳ

い様に努めていきます。吉田会長を支え会長の右

ＣＨＡＮＧＥ

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

腕となり会長を中心とした、次年度クラブ運営を

であります。このテーマにつきましては、種々解

して行きます。

説がされました。

2013-14 年度国際ロータリーのテーマにそった、

また、2790 地区の次年度のテーマは、
「元気なク

ロータリー活動をして行きたいと考えております。

ラブを目指して」との事でした。

次年度においても、引き続き会員増強に力を入れ

関口徳雄ガバナーエレクトから 40 分間、次年度
の方針が示されました。

たクラブ運営をして行きます。
クラブ奉仕部会 宍倉次年度クラブ管理運営委員長

ポイントと致しましては、ロータリーの基本は、
あくまでも職業奉仕であり、親睦と奉仕のバラン
スのとれた活動を実践する事によって、
「元気なク
ラブ」となるのである。共々に頑張りましょう。
との事です。
次に、午後から会長部会が行われました。種々、
お話をうかがいましたが、曰く、
「ロータリー不変
の信念は、会長と言っても、例会等で議長を務め
る“役割”なのであり、会員と平等の立場である。

クラブ奉仕委員会の主な任務は会員増強に関す

偉くなった訳ではないので、勘違いをしないでほ

ることです。会員増強については、関口ガバナー

しい」と。また、ロータリーは職業奉仕の団体な

エレクトが純増１名を掲げられています。鳴海Ｓ

のであり、社会奉仕団体ではない。貧しい人々を

Ａが４月に行ったセミナー報告と重複する内容が

単に”救済“する団体ではない。との事でした。

冒頭ありました。入会３年以内に退会するひとが

本日は、7 名の方が報告を行いますので、私から

多いということなどが挙げられていました。当委

の報告は、以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
幹事部会

鳴海 寿裕 次年度幹事

員会の委員長は成田コスモポリタンＲＣの青木さ
んです。青木氏は会員増強によりクラブが活性化
するということを話されていました。また、出席
ロータリアンからいろいろな意見が出されました。
・ 会員増強は奉仕活動の最大のものである。仲
良しクラブは会員増強には寄与しない。
・ クラブ内に同好会があり、同好会を通じて会
員増強を図っている。
・ 例会を活性化させるプログラムを組み、会員
の職業奉仕の卓話の機会を多くする。
・ ただ会員を増やせばいいというものではない。

皆様今晩は、先日アパホテル幕張で開催した国際

クラブが荒れてしまうこともある。

ロータリー2013 年地区協議会に参加してきました。

といつた意見がありました。

お昼からの幹事部会別協議会に出席し幹事の心得

次に、この委員会は広報公共イメージ委員会を内

包しています。

の皆様と一緒に活動をしてゆきたい。

ここでも、会員増強を視野に入れた活動をすべき
とのことでした。

その中で二つの活動を柱として行く。その一つは、
地区を４つのゾーンに分け、９月から１１月にか

現状として、
・ロータリーの認知度が低い。
・奉仕活動の発信力が弱い。
・電話帳にクラブの電話番号が載っていない。
・クラブの活動を地元メディアに知らせる。
といった意見がありました。
委員会として今年度はクラブとしてメディアに活
動を取り上げてもらうという方針が出されました。

けて各ゾーンで職業奉仕セミナーを開催する。も
う一つとしては下期（2014 年）に入ったら地区全
体の講演会プラスフォーラムを実施いたします。
また、関口ガバナーはフェローシップの精神を持
った職業人の倫理観や道徳心を向上させる心こそ
が、職業奉仕の本質と考えていると言っています。
社会奉仕部会 千田次期社会奉仕・新世代委員長

最後に、アドバイザーの秋元ＰＧからは、講評が
ありました。秋元氏は、地元君津の商工会議所の
会頭をされている方ですが、ロータリーに入って
いろいろな方と友達になれた。ロータリーに入っ
てよかったとおっしゃっていました。ロータリー
生活を楽しむということが重要であるということ
を話されていたと思います。ただ、ロータリーの
会費が高いことが会員増強に結びつかない理由の
一つではないかという指摘がありました。
なお、この委員会は当日開かれた他の委員会に比
べるといろいろと活発な意見が出たので終わった

国際奉仕部会

髙山次期国際交流委員長

のが、一番最後でした。
職業奉仕部会

加藤次期職業奉仕委員長

ロータリー情報部会
今年度の標語 「職業奉仕の精神を学び合い、ロ
ータリアンの心を輝かそう」
当日の参加者としては、アドバイザーに圡屋良平
ＰＧ、山中義忠ＰＧ、地区職業奉仕員会から海寶
勘一委員長、その他４名の委員、各クラブから８
３名の委員長。
地区委員会の活動としては、地区委員会が特別の
権限を持っているのではなく、各クラブの委員会

辻 次期会長エレクト

ロータリー財団部会

山本会長

お

し

ら

せ

６月の五福ＲＣ会長交代式の件

辻 修

会員

五福 RC 会長交代式が６月２６日(水)に決定した
連絡が来ました。今回は２０周年がありましたの
であまり盛大に行わないそうです。したがって当
方は２５、２６、２７日の予定で企画する予定で
す。なお、ナムソル RC も参加する予定です。正
２０１３年７月１日から全世界で未来の夢計画

式決定次第事務局からご連絡いたします。

が実施されます。
未来の夢計画になると、ロータリー財団の制度が
全く変更になるように思われますが、少し内容は
変わりますが、基本的なものは変わっていないそ
うです。

に こ に こ B O X
X

基本的なものと言いますのは、国際ロータリーの
ロータリー財団だということ、財団の使命、年次
基金は３年間運用してその運用益で運営費を賄う
こと、年次基金や恒久基金、使途指定寄付への寄
付、ポール・ハリスフェロー等の表彰の制度、シ
ェア・システムの配分方法（これは少し変更にな
りましたが、５０％ずつの配分の大枠はそのまま）
変更された点は、１８種類あった補助金を３種類
に纏めたこと、地区への大幅な権限の移譲が図ら

小川会員
ごぶさた致しました。
佐藤会員
裁判の結果は負けました。
不当な判決なので控訴することにしました。
引き続き応援をお願いします。
飯田会員 ・・・・・・
武田孝義会員

れること、補助金の内容が変わること、グローバ

しばらくぶりの参加で、会員の方々に会えてう

ル補助金の６つの重点分野が制定されたこと等で

れしいです。

す。

計

いずれにせよ、補助金を利用するときには、地区
に相談しながら使用するのが無難かなとおもいま

累計

した。
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