「ロータリーに輝きを」 Light Up Rotary
2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン

RI.D2590ガバナー／大野 清一

横浜旭RC会長／増田嘉一郎

横浜旭ロータリークラブ

２０１５年６月３日 第２１９９回例会
■司
会 副 SAA 二宮麻理子
■開会点鐘 会 長 増田嘉一郎
■斉
唱 君が代、奉仕の理想
ＳＬ 田川 富男
■出席報告
会 員 数
本日の出席率

35 名
90.0％

本日の出席数
修正出席率

VOL. ４６

No. ４３

川瀬恵津子会員
6.27
北澤 正浩会員
6.12
■会長報告
１）６月の別名は水無月（みなづき）です。
これも諸説あるようですが、文字通り、梅雨
があけて水が涸れてなくなる月という説が有
力です。新暦６月の別名として使われるよう
になってからは、梅雨で天の水がなくなる月
とか、田植えで水が必要となる月（無を「の」
の意味に解する。）などと言われています。８
月と共に祝日のない月です。
６月６日は、二十四節気の９番目芒種で
す。稲など芒（のぎ、籾殻にあるとげのよう
な突起）をもった植物の種をまく頃、という
ことです。この季節の旬の植物としては、みょ
うががあります。そうめんや冷や奴、蕎麦な
どの薬味として利用され、生でかじってもお
いしく、ビタミンＣやカリウム、食物繊維な
どが多く含まれているため、夏バテ対策には
絶好であり、また熱を冷ます、解毒作用など
の効果があるといわれています。かつては、
食べると物忘れがひどくなるなどといわれま
したが、学術的な根拠はないようです。夏の
食卓にはかかせない存在です。
２）ロータリーの６月は、親睦月間です。当
クラブも来週の週末には、親睦旅行で岩沼ロー
タリークラブと共に、秋保温泉へ行きます。

27 名
96.43％

■本日の欠席者
桜田、松本
■ビジター
一楽 祥子様 (2015-16 年度第 5G ガバナー補佐 )
市川三喜男様（横浜瀬谷 RC 会長）
久松 紘一様（横浜瀬谷 RC 幹事）
■ゲスト
宋 謹衣様（米山奨学生）
■６月誕生記念祝
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出席者が会員の３分の１になってしまいまし
たが、岩沼ロータリークラブ会員との親睦も
兼ねて、有意義に過ごしたいと思います。
そして、６月はロータリー年度の最終月と
なります。先週の例会で、長年の課題であっ
た財政問題に決着がつき、あとは次年度へ引
き継ぐだけとなりました。
残る１か月、何もないことを願っています。
暑さや湿気があり、何となく気が緩みがちに
なりそうですが、また最近例会の出席者が 25
人前後というのも気になるところですが、ま
だまだ役務の残っているクラブ奉仕委員会の
皆様と共に、最後まで気を引き締めて頑張っ
ていきたいと思います。
■幹事報告
１）例会変更のお知らせ
○横浜旭ロータリークラブ
日時 ６月 24 日㈬夜間最終例会
点鐘 18 時
場所 二俣川ライフコミュニティーサロン
■次年度第 5G ガバナー補佐よりご挨拶
一楽 祥子

横浜あざみ RC の一楽でございます。次年度
第 5 グループガバナー補佐を務める事になり
ました。皆様のお役に立てる様一生懸命務め
させていただきますので宜しくお願い致しま
す。
あざみ RC のチャーターメンバーでございます
ので、ロータリー歴は 25 年になります。この
５年位は地区の米山奨学委員会におりまして、
湯澤様には大変お世話になりました。関口様
がガバナー補佐でいらしたときには２度目の
会長を務めておりまして、お世話になりまし
た。当時いただいた書類などを参考にさせて
いただいております。次年度、皆様にはお世
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話になることと存じますが、どうぞよろしく
お願い申し上げます
■米山奨学生 宋さんより

今年の米山奨学生宋謹衣と申します。2 回
目の例会ですが、まだ慣れておりませんので、
少々緊張しております。これからも頑張りま
すのでどうぞ宜しくお願い致します。
北澤 正浩
■次年度親睦委員会
次期親睦委員長としてご案内申し上げます。
○この指止まれ企画のご案内
～川崎競馬場ナイトレース観戦～
日時 ７月２日㈭午後６時～９時
最終レース終了予定時間は午後８時 50 分
集合場所 JR 川崎駅改札口前時計台の下
集合時間 午後６時
参加費
2,000 円当日集金
夕食は各自でお願いします
＊競馬場内に食堂があり、出前も可能です
■ニコニコ box( 会員敬称略 )
一楽祥子様 ( 横浜あざみ RC) ／日頃お世話に
なっております。次年度ガバナー補佐をつと
めることになりました。力不足ではあります
が、精一杯つとめさせていただきますので、
御支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
市川三喜男様・久松紘一様 ( 横浜瀬谷 RC) ／

本日は 1 年間のお礼で参りました。今日で終
わりますが今後ともよろしくお願い致します。
増田嘉一郎／①次年度ガバナー補佐一楽祥子
様、米山奨学生宋謹衣様、ようこそいらっしゃ
いました。例会を楽しんでいって下さい。②
青木さん、卓話楽しみにしています。
漆原恵利子／①次年度ガバナー補佐一楽様、
ようこそいらっしゃいました。よろしくお願
い致します。②青木さん、卓話楽しみです。
③宋さん、ようこそ。
吉野 寧訓／過日は妻の葬儀に御出席戴き有
難う御座居ました。お陰様で５月 30 日無事に
納骨を済ませました。
吉原 則光／例会も本年度最後の月に入りま
した。「有終の美」なる年度でありますように。
②青木さん、本日の卓話楽しみに期待してい
ますよ。
青木 邦弘／卓話当番です。
二宮
登／ムンバイ、マニラ、オデッサ、
バンクーバ、４姉妹都市提携 50 周年記念イベ
ントが 5/31 ～ 6/1 の２日間パシフィコ横浜で
開催され、交流促進に向けて共同宣言されま
した。

宋謹衣さん、ようこそ。
二宮麻理子／①次年度ガバナー補佐一楽祥子
様ようこそいらっしゃいました。宋さん、よ
うこそ。②青木さん、卓話楽しみです。
太田 勝典／①次年度ガバナー補佐一楽祥子
様、ようこそ。瀬谷 RC 久松さん、市川さんよ
うこそ。②青木さん、卓話楽しみです。
北澤 正浩／①青木さん、卓話楽しみにして
おります。② 7/2 この指とまれ企画として川
崎競馬場ナイトレース観戦を行います。ふるっ
てご参加ください。
安藤 公一／①一楽さん、宋さん、旭クラブ
へようこそ。②青木さん、卓話楽しみです。
宜しくお願いします。
後藤 英則／①二宮登会員、先日のパーティー
では大変お世話になりました。②青木さん、
卓話は釣りの話ですか ? 楽し味です。
鈴木 茂之／①一楽様、宋さん、市川様、久
松様、旭クラブへようこそ。②青木会員、卓
話楽しみです。よろしくお願いします。
■卓話 「ふるさと納税あれこれ」
青木 邦弘

関口 友宏／一楽さん、ようこそ。次年度ガ
バナー補佐のご活躍を祈念しています。
市川 慎二／①一楽祥子様、お忙しい中よう
こそお越し下さいました。②妻の誕生日に綺
麗なお花が届き、とても喜んでおりました。
有難うございます。③青木さん、卓話宜しく
お願いします。④宋謹衣さん、ようこそ。瀬
谷 RC 市川さん、久松さん、ようこそ。
福村
正／①青木さん、卓話楽しみです。
②ゲストの皆様をお迎えして。
杉山 雅彦／①うっとおしい梅雨入りも近そ
うです。皆様お元気でお過ごしですか ? ②青
木会員、卓話宜しくお願いします。
佐藤 利明／①次年度ガバナー補佐一楽祥子
様ようこそ。②漆原さん、旭ローズ保育園開
園おめでとうございました。
内田
敏／青木さん、本日の卓話楽しみで
す。よろしく！
齊藤 善孝／①青木さん、卓話楽しみです。
②次年度ガバナー補佐一楽祥子様ようこそ。
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ふるさと納税基礎知識
○注意点
ふるさと納税は納税という名称でありなが
らも一般的な納税とは異なり、業務ではなく
誰でも気軽に行使できる権利として扱われて
います。ふるさと納税の制度を利用すること
で、寄附した地方自治体からは魅力的な特産
品がお礼として贈られてきます。人々の郷土
愛を育て、地方自治体の活性化につながる制
度として注目を集めています。さらに、寄附
した金額は一定額まで住民税や所得税から控

除され、過払いがある場合には確定申告をす
ることで還付が受けられます。つまり実質的
な負担はほぼゼロで、地方の名産品や特産品
がもらえる、文字通り「美味しい仕組み」と
も考えられるのです。
ですが、国や地方自治体による行政サービ
スの一環です。申込をするためには行政への
手続きが必要で控除や還付を受けるためには
税の仕組みについての理解も求められます。
実際にふるさと納税を利用する際の重要なポ
イントをまとめてご紹介します。
１）自己負担金がかかる
最低 2,000 円は自己負担金になる。
自己負担金の金額は、寄附した人の年収や家
族構成、寄附金額によって異なりますが、ど
んな場合でも下限が 2,000 円であることに変
わりはありません。
例 え ば 1 万 円 の 寄 附 を し て 8,000 円 の 控
除がうけられる場合と、2 万円の寄附をして
18,000 円の控除がうけられる場合では、実
際に控除が受けられる金額に 1 万円の差があ
ります。当然、控除が受けられる金額が多い
ほどお得ですし、２万円の寄附をした方が、
１万円の寄附をした時よりも、たくさんのお
礼がもらえます。それでいて、実際に負担し
た金額は自己負担金の下限である 2,000 円で
あるという点は、1 万円の寄附でも 2 万円の
寄附でも同じです。
つまり、より多くの金額を寄附したほうが
得になります。
２）控除には限度額がある
所得税の控除
寄附金額 -2000 円×所得税率
* 所得額により 0％～ 40％
住民税（基本分）の控除
寄附金額 -2000 円× 10％
住民税（特例分）の控除
寄附金額 -2000 円× 100％ -10％
ふるさと納税の制度を利用することで、上
記３種類の控除が受けられます。３つめの住
民税特例分の控除によって所得税率がいくら
であっても、100％に近い金額の控除が受けら
れます。しかし、実際には特例分の控除が受
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けられるのは所得金額のおよそ 1 割から２割
とされており、これを超える金額の寄附では
それだけ自己負担金が多くなります。
寄附金の額に上限はなく、いくらでも寄附
することができますが、自己負担金が下限で
ある 2,000 円に抑えられる金額には、実質的
な上限があり、この上限がいくらであるのか
は、所得や家族構成、他の税額控除の有無な
どで異なるため、個別に計算する必要があり
ます。
３）確定申告が必要
ふるさと納税の制度はややこしくて理解が
難しい。そんな風に思ってしまう原因の多く
は複雑な税金の計算方法にあります。ふるさ
と納税の制度では、必ず自分で確定申告しな
ければなりません。
確定申告をし忘れたり、面倒だからと云っ
て放置すると、控除や還付は受けられません。
所得税の申告漏れと違って刑罰があるわけで
はありませんが、控除や還付の対象にならな
いため、寄附金額の全額が自己負担となりま
す。
○「ふるさと納税」は、任意の自治体に寄付
できる仕組みです。日本全国の都道府県や市
町村の中から自由に選ぶことができます。		
人口減少による税収の減少や財政赤字が続
く自治体からは、「ふるさと納税」によって収
入の増加による活性化につながるとされてい
ます。
今は住んでいないけど、自分の出身地に貢
献できる等高い理想があります。さらに寄付
した自治体からは、魅力的な特産品がお礼と
して贈られています。
現在のふるさと納税は初期の目的から少し
離れて、納税者へのお礼としての各地域の特
産品プレゼントに集中しているようです。
ネットで検索したら、寄付額のトップ 10 と
寄付件数のトップ 10 がありましたので紹介し
ます。
○寄附額のトップ 10			
１位）長崎県平戸市
寄附額 1,278,840,371 円
寄附金 10,000 円以上で

10,000 円毎に 4,000 ポイント付与。
１年間何回でも寄付を受付ます。
海産物の中に「ウチワエビ」が入っています。
水揚げ次第の発送となります。
２位）佐賀県玄海町
寄附額 932,058,000 円 寄附金 5,000 円以上
いちご、王塩うに、玄海黒毛和牛等 25 種類
から選べます。
３位）北海道上士幌町
寄附額 910,975,609 円				
寄附金 10,000 円以上 牛肉		
４位）宮崎県綾町
寄附額 832,478,008 円				
寄附金 10,000 円以上
牛肉または綾ぶどう豚。納税後２か月から
半年待ちです。				
５位）島根県浜田市
寄附金 621,700,185 円			
寄附金 10,000 円以上
10,000 円で 5,000 円以上相当の商品
のどぐろの一夜干し		
６位）鳥取県米子市		
寄附額 495,111,008 円		
７位）山形県天童市		
寄附額 475,375,126 円			
８位）佐賀県小城市		
寄附額 428,217,938 円		
９位）宮崎県都城市		
寄附額 401,210,325 円			
10 位）大阪市泉佐野市		
寄附額 389,767,179 円				
○寄附件数トップ 10					
１位 ) 宮崎県綾町		
55,141 件		
２位 ) 北海道上士幌町
51,695 件
３位 ) 鳥取県米子市		
42,326 件		
寄附額は 3,000 円以上で年度内一回のみ
栗入りどら焼き・ハーブセット等		
４位）山形県天童市		
39,516 件		
寄付額 10,000 円以上
サクランボ等旬の果物				
５位）佐賀県玄海町		
39,115 件		
６位）島根県浜田市		
38,446 件		
７位）鳥取県境港市		
34,059 件

８位）長野県飯山市		
31,887 件		
９位）長崎県平戸市		
30,697 件		
10 位）宮崎県都城市		
21,336 件		
*(2014 年 1/1 ～ 12/1 ふるさとチョイス調べ )
○地域別でみますと					
北海道 1 位）上士幌町
2 位）浦臼町
3 位）音更町		
東北
1 位）山形県天童市
2 位）山形県上山市
3 位）山形県米沢市		
関東
1 位）群馬県中之条町
2 位）埼玉県鶴ヶ島市
3 位）埼玉県宮代町		
中部
1 位）長野県飯山市
2 位）山梨県甲州市
3 位）愛知県碧南市		
近畿
1 位）大阪府泉佐野市
2 位）兵庫県香美町
3 位）兵庫県穴栗市		
中国
1 位）島根県浜田市
2 位）岡山県備前市
3 位）岡山県吉備中央町		
四国
1 位）高知県室戸市
2 位）高知県奈半利町
3 位）愛媛県宇和島市		
九州
1 位）宮崎県都城市
2 位）宮崎県綾町
3 位）佐賀県玄海町		
○不人気ベスト３					
１位）東京都 ２位）名古屋市 ３位）横浜市
横浜市サポーターズ寄付金				
・よこはま夢ファンド／
福祉、子供の健全育成、
国際交流など様々に市民活動を支援
・横浜市文化基金／美術品の収集		
・横浜市協働の森基金／緑の保全に協力		
・横浜市水のふるさと道志の森基金／
道志水源林の保全				
・横浜市環境保全基金／
環境保全のための活動				
* その他まだまだあります。
知りたい方は横浜市に確認ください。
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不人気ベスト３の理由が理解できる気がし
ます。		
○ふるさと納税申し込み方法			
１）納税したい自治体を選ぶ。		
２）各自治体の納税方法に従って寄附する。
郵貯振込、クレジット決済等自治体で異な
ります。			
３）自治体から寄附額に応じたポイントが付
与されます。カタログ、ホームページから

2015~2016 年度

第五回
日時

謝礼品を選びます。
４）はがきもしくはネットで申し込みます。
謝礼品が届きます。
■次週の卓話
6/17 ㈬ 「この 1 年を振り返って」
増田嘉一郎会長
漆原恵利子幹事
週報担当

杉山

横浜旭ロータリークラブ

理事（役員）会議事録

平成 27 年 5 月 27 日
（水）

出席者

18 時 30 分より

新川 尚 関口友宏 五十嵐正 安藤公一 佐藤真吾 太田勝典
二宮麻理子 田川富男 市川慎二

場所

雅彦

クラブ事務所

欠席者
青木邦弘 福村 正 増田嘉一郎

【報告事項】
地区補助金奨学生の朝倉春菜さんの志望先が、スイスからオーストリアへ変更となった。
その旨、地区奨学金委員会への連絡承認済。
【審議事項】
1 ）横浜商科大学高等学校インターアクトの今後について
理事会で審議した結果、インターアクトの提唱を辞めることについて
挙手による採決を行い、賛成 7 名 棄権 2 名 反対 0 名で可決された。
地区インターアクト委員会と相談しながら今後の手続きを進める。

承認

2 ）50 周年委員会について
時期尚早の為、次年度は見送りとする。

承認

3 ）滝澤会員所属委員会及び、組織表一部変更について
①滝澤会員の所属委員会は、出席委員会と親睦委員会とする。
②組織表一部変更について
佐藤真吾会員を青少年奉仕委員長に任命した。

承認

4 ）青少年交換留学生受け入れについて（瀬谷ＲＣより依頼）
瀬谷 RC より正式な依頼を受けてから検討をする。
また、横浜旭ＲＣで受け入れ目途を立ててから返答をする。

承認

5 ）その他
特になし
以上
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