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会長挨拶 関谷俊征会長

　皆さん、こんにちは。今日は新しい
事務局員の中島佳代さんがいらっし
ゃっています。これからよろしくお願
いします。今日の例会は第1回CFで
す。内容は決算・予算・委員会方針で
す。よろしくお願いします。
　今、参議院議員選挙の最中です
が国政選挙の度に私が毎回気にな
るのが投票率です。前回の参議院選挙の投票率は54.7％で
した。私が20歳になり選挙権を得て投票することができるよ
うになった昭和51年の衆議院選挙の投票率は73.45％、そ
して同じ時期にありました参議院選挙の投票率は64.49％
ありました。その投票率の中で特に20代の投票率が気にな
ります。私が初めて選挙に投票したのは40年以上も前になり
ますが、昭和51年の国政選挙の20代の投票率は63.5％で
した。これが古い数字だとしても平成元年の参議院選挙で
20代の投票率は47.42％、直近の平成28年は35.60％で下
がる一方です。選挙権は権利であって義務ではないとの見方
もあるようですがこの状況は好ましくないと私は思います。
　NHKが選挙に行かなかった人にアンケートを街頭で実施
したそうです。その理由が
1) 適任な候補者も政党もいなかった
2) 政党の政策や候補者の人物像の違いがわからない
3) 自分一人投票しなくても同じだから
が上位でした。その他に少数ですが「雨が降っていたから」と
いう理由があり驚きました。更に驚いたのが「選挙しているこ
とを知らなかった」との回答があったことです。
　立候補をしている人は票を集めるわけですから、投票に行
く人、その年代に対しての政策を訴えるようになるのは当然
のことです。選挙に行かない20代を始め若い世代は目を向け
られなくなり若者の意見が政策に反映されなくなる事は、や
はりよくない事だと思います。選挙活動の問題、投票システム
の問題などあると思いますが若い人たちには是非投票の権
利を行使して欲しいと思います。
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ニコボックス 北岡寿人ニコボックス委員

7月13日は妻の誕生日でした。すてきなお花をありがとう
ございました。
7月は私の誕生日です。
家内の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。
また昨日はゴルフ会の皆様お世話になりました。

昨日はゴルフ同好会おつかれ様でした。
鈴木淑久君、ガリガリのチョコチョコチョコチップ最高でし
た。近藤茂弘さん、男気見せていただきました。ありがとう
ございます。
昨日は気持ちよくラウンドできました。内田さん、村上さん、
近藤茂弘さん、ありがとうございました。淑久君ガリガリ君
チョコチップ最高！
ガリガリくん「チョコチョコチョコチップ」、コンビニ5～6件
まわってやっと見つけて全部買い占めました。

近藤さん先日はおいしい餃子、肉団子、ありがとうございま
した。

関谷　俊征さん
渡辺喜代彦さん

大嶽　達郎さん
鈴木　淑久さん

湯澤　勇生さん

鈴木　　実さん
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会員70名　出席54名  （出席計算人数53名）

7月11日は補填により76.7％出席率　79.1％

出席報告 北岡寿人出席委員

委員会・同好会報告

・

・

・

幹事報告 鈴木淑久幹事

次週7月25日（木）12：30より、第2回クラブフォーラムを
ヒルトン名古屋4階「桜の間」にて行います。
次週7月25日（木）11：30より、第1回社会奉仕委員会を
ヒルトン名古屋4階「梅の間」にて行います。
次々週8月1日（木）13：40より、第2回理事会をヒルトン
名古屋4階「梅の間」にて行います。

開催日：7月17日（水）
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ゴルフ部会7月度

　愛知カンツリークラブにて第397回ゴルフ例会が開催され
ました。又、18：00より総会があつた蓬莱軒(神宮前店)にて
行われました。



例会のご案内

7月25日（木）    ■今週の行事

新会員イニシエーションスピーチ
平安山京太さん
： 
：

テーマ
卓話者

心身の健康の基本
～頭寒足熱(水昇火降)について～
美容鍼灸サロンsa-la院長
小嶋智子さん

： 

：

テーマ

卓話者

8月1日（木）    ■次週の卓話

7月25日（木）    ■次々週卓話

第 2回クラブフォーラム
委員会方針

2019-2020年度収支予算案：鈴木淑久幹事

監査報告：森恒夫さん

質疑応答

●支出の部（2）
・例会費と委員会活動費の2つに分かれています。親睦活動
でお金が多く余りましたのでこの結果となりました。

●支出の部（3）
・管理費として賃借費、人件費、会議費、通信費、旅費交通
費、事務消耗品費、印刷費、雑費とあります。こちらは熱田
神宮のこども将棋大会と、音大生のコンサートに招待され
て行ったことにより予算よりも多くお金がかかってしまい
ました。

●支出の部（1）
ロータリーの組織関係となります。例会費については1つ1
つ改めまして親睦委員長の湯澤さんと相談して決めまし
た。

●支出の部（2）
・

・

クラブ管理運営のクラブ奉仕ですが過去の決算報告書を
見て支出していたことがあったので20,000円と予算を決
めました。人件費については去年の金額を見て決めまし
た。去年は少し残業をされていたのでその分も含まれてい
ます。委員会活動費3,859,600円。管理費11,226,352
円。当期支出合計37,975,377円。予備費3,517,847円。
合計41,493,224円となっております。
先ほどの要望でご指摘を受けました資金繰りについてです
が、現在会費としていただいている金額の合計で運営費を
工面するというのは不可能な状態です。皆さんに相談をし
て会費を上げるという意見もありましたが、まだ見直せる
ところがあると思いますのでこの1年をかけて検討させてく
ださい。よろしくお願いします。　　

●予算案

・

・まず協力金でございますが、年間予算750,000円予定し
ております。会費が12,690,000円。例会費21,430,500
円。R財団寄付についてですが、1,328,400円となってお
ります。ここ数年いただいた寄付金を払っていませんでし

たのでその分を足させていただきました。前期繰越収支差
額は4,502,524円。収入合計が41,493,224円です。

去る7月8日に事務局に於いて、名古屋瑞穂ロータリークラ
ブ平成30年7月1日より、令和元年6月30日にかかる年間収
支決算書、及び令和元年6月30日現在の貸借対照表につい
て監査を行いました。監査の結果、これら財務諸表は、上記
年間の収支及び令和元年6月30日現在の財産の状況を適
正に表示しているものと認めました。

ご意見
親睦活動のお金が8年連続で余っている状況です。このまま
だと資金繰りがおかしくなると不安です。資金繰りをしっかり
見直すべきだと思います。
回答
これから資金繰りについて見直していきます。
ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事会の議事録についてファイルが有料であることについ
て、この状態でお金を払うのはもったいない気がします。
回答
検討させていただきます。

質疑応答

ご意見
40周年記念のために集めているお金について無駄のないよ
うに使って欲しい。
回答
40周年のお金の出どころはニコボックスから出ています。お
金が余ったとしてもニコボックスのお金として戻します。
ご意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委員会活動の奉仕プロジェクトで社会奉仕環境保全の予算
が10万円となっていますが適正でしょうか？
回答
昨年は7万円の支出でした。2、3年前は20～30万の支出が
ありました。今年の予算は10万円とさせていただきました
が、もし上回ることがありましたら理事会にてご相談させて
いただこうと考えています。
その他の支援金、寄付金、協賛金につきましては理事会で相
談をしてニコボックスから拠出した方が世の中のために使え
ると考えましたので予算書にのせていません。

●支出の部（1）
・区分としてロータリー組織関係の支出です。RI関係、全国
関係、地区関係に分かれています。増減に△が付いていま
すがこのほとんどはR財団寄付、米山奨学会寄付、米山奨
学金となっています。皆様からお預かりした寄付金が多か
ったということです。お預かりした奨学金は寄付させてい
ただきました。

●収入の部

第1回クラブフォーラム（決算・予算・委員会方針）

2018-2019年度決算報告書：梅村昌孝直前会計

・会費、協力金、例会費、R財団寄付、米山記念奨学会寄付、
地区資金関係費、来訪者会費、社会奉仕市内25RC分担
金、米山奨学生受入、雑収入と収入がありました。増減は
予算より多くお金が集まりました。
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