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＜ビジター・ゲスト＞ 

所沢税務署   署長 中村 一雄 様 

総務課 川手 和宏 様 
 

★＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 

職業分類:銀行 

埼玉りそな銀行入間支店 支店長 佐藤輝武様 

前任の新井の移動に伴いましては、ご配慮

頂きありがとうございます。歴史ある入間ク

ラブの入会を機に皆様からご指導を賜りなが

ら地域貢献並びに業務に邁進してまいりたい

と思います。今後とも宜しくお願い致します。 

ご紹介・齋藤金作会員 

 32 代目の支店長の方であります。ロータリ

ーの意図するところは、先ず親睦、互恵、奉

仕活動でありますので我々仲間と仲良くやっ

ていきたいと思います。宜しくお願いします。 
 

☆★会長の時間 西山祐三会長 

ロータリーの友 3 月号に 2016 年 12 月末日

現在のクラブ数・会員数一覧表が載っており

ました。今年度も半年経過した時点でどの様

に推移しているか、2016 年 3 月号に掲載され

ていた 2014 年 12 月末日現在と 2015 年 12 月

末日とを比較をしてみました。 

2014 年 12 月末日のクラブ数は、2,287 クラ

ブ、2015 年 12 月末のクラブ数は 2,278 クラ

ブ前年対比９クラブ減少、2016 年 12 月末は

2,272 クラブ前年対比 6 クラブ減少しており

ます。会員数は 2014 年 12 月末は 88,762 名、

2015 年 12 月末は 89,016 名、前年対比 254 名

増加、2016 年は 89,322 名で前年対比 306 名

の増加となってます。（この 3 月号では 15 年

12 月末現在で 88,985 名 31 名の相違あり）。 

2016 年 12 月末日現在、34 地区の内 11 地区

が減少、23 地区が増加或いは変わらずです。 

又、3 月号に 2017 年・国際協議会リポート

が掲載されてます。イアン・ラィズリーRI 会

長エレクトは、現在クラブの強化するべき課

題として｢男女会員のバランス｣[ロータリア

ンの平均年齢]の２つを挙げています。会員の

男女比のバランスについては[ロータリーの

女性会員は全体の 20％強です。現在も増加し

つつありますが今のスピードでは女性会員が

50％になるまでに 30 年もかかってしまいま

す]と危惧を表明してます。その中でガバナー

エレクト 539 人中 103 人が女性、約 20％にな

ります。世界の女性会員の比率と同じなので、

別に驚くようなことでなかったのかもしれま

せん（日本は 34 人中 1 人が女性）。日本と比

べてこれほど女性が多い状況でも、女性会員

が半数になるには 30 年かかるとのこと。 

2 つ目は会員年齢構成です。ライズリー氏 

はポール・ハリスがロータリーを創立した時、

36 歳だったことを挙げ、「現在、会員の年齢構

成はオンラインでの登録によると、40 歳未満

の会員は５％で会員の大半は 60 歳以上です。

今、若い会員の入会に取り組まなかったら、

10 年後、20 年後、ロータリーがどのようにな

っていくかを考えてみましょう」と問いかけ

ました。そして、ロータリーが世界で影響力

を持ち続けていくために未来を担うリーダー

となる若い人の増強をする必要性を強調しま

した。との記事が載っておりました。 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44 名 29 名 70.73％ 61.57% 

事前欠席連絡 5 名 

第33号 ２962回例会 ２０１7年 3月 23日（木） 
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■■■ ■■■ 
「暮らしを支える税」 

所沢税務署   署長 中村一雄様 

皆様にお会いする

前に自分なりに勉強

してきたのですが、ロ

ータリーの理念「人道

的な奉仕を行い、すべ

ての職業において高

度の道徳的水準を守

ることを奨励し、世界

においては、親善と平

和の確立に寄与する」この素晴らしい理念・

良識・見識に益々期待が高まると思います。 

私は若い職員に 1.誠実 2.謙虚 3.素直の 3

つの行動規範を言っておりますが、皆様方の

4 つのテストをプラスして、是からの人生に

活かしていきたいと秘かに考えております。 

幸せ度を国の運営の指標にしているブータ

ン王国は国民総幸福量(GNH)を国家の政策に

しています。1.経済成長と開発 2.文化遺産の

保護と伝統文化の継承と振興 3.豊かな自然

環境保全と持続可能な利用 4.唯人統治の 4つ

の指標を掲げています。国民に 2 年ごとに聞

き取り調査を綿密に実施もしております。 

幸せの尺度は皆それぞれ違いますが、日本

では社会インフラの整備、健康・安全の整備、

東北大震災復興、熊本大震災復興、東京オリ

ンピック開催等、これらの社会・暮らしを支

え、国民が心地よく喜びをもって暮らすには

公共の会費、つまり税が必要になってきます。 

我が国には 50 前後の税が施行されており

ますが、その中で 2017 年の 1 月 1 日に相続税

の改正がありました。以前よりも相続税の掛

かる範囲が広がり、不安感や漠然として疑問

を正しく知って対策をして頂ければと思い、

今日はお話しさせいただきます。 

改正により基礎控除が縮小され、課税算定

額を引き下げ、より多くの方に相続税の納税

者になっていただきました。節税のヒントと

しては正味の遺産額の減額、基礎控除額を大

きくする等がありますが、一番良いのは生前

贈与です。相い続くが相続です。争う族にな

らないように是非、お元気なうちに自分の意

志で考えを伝え、望むならば遺言を書き記さ

れる事をお薦めいたします。 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

①埼玉県緑化推進委員会より募金のお願い 

賛同される方は募金箱にお願いします。 

②4/6(木)の例会会場はさくら草ホールです。 

③4/11(火)入間南クラブ様との合同例会はサ

イボクでのバーベキューとなりますので普

段着での参加で OK です。 

●委長報告 

クラブ奉仕委員会 齋藤栄作委員長 

ガバナー月信 3 月号に入間ロータリークラ

ブの活動が 2 頁目に掲載されております。地

区の方では公共イメージと認知度の向上が今

年度の課題です。又、次年度ではクラブのサ

ポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加も

含めてやっていきたいと強く思っている関係

から入間クラブの取り組み素晴らしいと 1 ペ

ージを割いて掲載されています。 

●関谷永久エレクト 

18 日の財団の部門セミナーに白幡会員と

参加して来ました。来年度の財団の地区補助

金＆グローバル補助金を使用するクラブは受

けなくてはなりません。ご報告いたします。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

西山祐三君、吉沢誠十君、関谷永久君、繁田

光君、宮寺成人君、山岸義弘君、齋藤栄作君、

忽滑谷明君、木下登君～中村署長卓話宜しく

お願い致します 川手様ようこそ。佐藤支店長

入会おめでとうございます。 

滝沢文夫君、晝間和弘君～忽滑谷さん写真あ

りがとうございます。 

馬路宏樹君～本日、次女が西武小学校を無事

卒業しました。又、長女が駒沢学園女子高に

入学が決まりました。 

金井祐一君～次男が小学校を卒業しました。 

関根靖郎君～早退いたします。 

本日\24,000  累計\824,500 
 

■回覧、配布物 

① 4/11 入間南ＲＣとの合同例会出欠席表 

② ガバナー月信 3 月号 

③ RI2570 地区第 3G ＩＭ収支決算報告書 

④ 第 18 回ロータリー国際囲碁大会のご案内 

⑤ 他クラブ週報＆変更のお知らせ 

⑥ 入間ＲＣ週報 32 号 

⑦ 西山会長より「今日は何の日」 

⑧ 今日の卓話資料 

 
発行 入間ロータリークラブ 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟 


