
　皆さんこんにちは。今日、後ほど第1回ク
ラブフォーラム(決算・予算について)がござ
いますのでよろしくお願いします。
　また、今日の食事はカレーの日と銘打っ
て、カレーライスでございます。
　カレーの日というと旧海軍時代から現在
の海上自衛隊でも毎週金曜日に同じカレー
ライスを食べる習慣になっているようです。同じ曜日に同じメ
ニューを食べることで長い海上勤務中に曜日感覚をなくさない
ようにする為とよく言われていますが、どうやらこれは誤りで、本
当のところは翌週に持ち越せない残りの食材を休み前の最後の
メニューで使い切る為であり大抵の食材を混ぜて入れても味が
破綻しないのがカレーライスというのが本当の理由らしいです。
カレーが海上自衛隊などで重用される理由は調理が手軽で肉と
野菜の両方がとれるバランスの良い食事であるという面、また材
料のうち調味料を醤油と砂糖に変えるとそのまま｢肉じゃが｣に
なるなど補給の面でも具合がよくそれで軍隊食として普及したよ
うです。カレーは世界に広く浸透している料理ですが、その定義
には諸説あり、しばしば議論の対象となています。
　今、我々が普通にカレーと言っているのは、日本独特の料理で
あるようです。その歴史を紐解いてみますと1860年頃明治の始
め頃ですが、イギリスの商船が既成のカレー粉を持ち込んだのが
始まりのようです。イギリスから伝わったものに小麦粉を加え、と
ろみのあるカレールーとし、米飯(ライス)の上にかけて、｢カレー
ライス｣として普及していったようです。
　私が最初にカレーを食べたのは、やはり母の手料理のカレー
だったような気がします。当時は現在のようにスーパーにカレー
ルーの素や、レトルトのカレーパックが多種並んでいる訳でもな
く、台所にSBさんの赤いカレー粉の缶がおいてあったのをうっす
ら覚えています。また、一人暮らしをしていました学生時代には、
松山容子さんのパッケージ、世界初のレトルトカレーです。大塚
食品さんのボンカレーには大変お世話になりました。
　皆さまも後ほどカレーを召し上がりながら、思い出話に花を咲
かせていただければ幸いかと思います。

クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
2020年7月16日（木）  雨  第3回　

櫛田篤弘　会場委員
「四つのテスト」　｢それでこそロータリー｣
名古屋RC　平松潤一郎さん
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第1929回例会

関谷 俊征会長

幹事報告
本日、第1回クラブ奉仕委員会が13：40より、ヒルトン名古屋
4階｢梅の間｣にて行われます。関係各位引き継ぎお願いしま
す。
次週7月23日(木)R規定により休会となります。
次ヶ週7月30日(木)クラブフォーラム(委員会方針)がヒルトン
名古屋4階｢桜の間｣にて行われます。
各委員長は今年度委員会方針の発表がありますのでよろしく
お願いいたします。
今年度出席扱いの件についてお配りしましたが、｢2020年12
月末までは、自動メーキャップとする。ただし、自クラブ出席率
30％が必要とされる部分は除外する。｣となりました。
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委員会・同好会報告

　岡部光邦さんがポールハリ
スフェロー・米山功労者として
表彰されました。おめでとうご
ざいます。

40周年記念実行副委員長：湯澤勇生さん

　４０周年記念 青少年奉仕事業と
して７月１３日（月）に名古屋女子大
学高等学校に関谷直前会長・花井
さんと伺い、脇谷監督に楽器１式 
100万円の目録を贈呈いたしまし
た。皆様ありがとうございました。

表彰

会長挨拶

出席報告 広瀬弘幸出席委員

ニコボックス 広瀬弘幸ニコボックス委員

湯澤 信雄会長

山口哲司幹事
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名古屋市中区栄1丁目3-3 
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052-211-3803
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関谷　俊征さん

伊藤　　豪さん

松波　恒彦さん

鈴木　淑久さん

内田　久利さん
内藤　晶文さん

先日は、妻の誕生日にステキなお花をありがとうございました。

7月16日は48回目の結婚記念日です。
あと2年で金婚式!!   
明日14日は家内の誕生日です。
お花を頂けると思いますので、早めにニコです。

40周年の記念品のバッグが大活躍してます。
ありがとうございます。　
明日はエイチ会、膝痛の為欠席です。
皆様頑張ってプレーしてきて下さい
本日も楽しみです。よろしくお願いします。

会員70名　出席56名  （出席計算人数52名）
出席率　87.5％



湯澤信雄会長

第１回クラブフォーラム (決算・予算)
2020-2021年度決算報告書：鈴木淑久直前幹事

例会のご案内
■今週

■次々週卓話

■次週の行事

7月23日（木）    
R規定により休会    

7月30日（木）    
第2回クラブフォーラム（委員会方針）

8月6日（木）    

質疑応答
ご意見
今期は赤字でしょうか？
回答
今回は家族会と納会の収入がなく、支出だけが出たのでそ
の分が赤字の要因になっていく思います。後は、今年は出
来ませんでしたが事務所の移転を考えていますので、そこ
で予算を引き詰めるように運営をしていきたいと考えてい
ます。
ご意見
下期の方で、春の家族会と納会が2名分記載がありますが、
下期の会費は2名の方は別ということでしょうか？
回答
そうです。2名の方は春の家族会と下期の納会がプラスにな
ります。

●収入の部
　当期収入合計40,438,760円、前
期繰越と合わせまして44,939,451
円です。例会費(家族参加費)はクリ
スマス会でご家族が支払われた分
で、米山奨学生受入は地区から来た
ものです。
●支出の部(１)
　ロータリー組織関係の支出で、RI関係は535,359円、全
国関係は3,222,080円、地区関係は3,522,800円で、合計
は7,280,239円で、例会費は小計14,407,081円です。例
会費(家族参加費)は収入の部でご説明したクリスマス家族
会のことです。
●支出の部(2)
　委員会活動費の小計が2,230,203円、管理費の小計が
10,962,837円で、当期支出は合計34,880,360円、当期支
出差額が5,558,400円、次期繰越収支差額10,059,091円
です。また繰越金についてですが、今回コロナにおいて例
会が飛んでしまいキャンセル料等支払いいただいた金額か
ら巻きがあるのですが、春の家族会と下期例会の分は使っ
ておりませんので、今年度の幹事の山口さんにお願いして
前年度にすでに頂いてる春の家族会と下期納会のお金は、
今年度は皆様から頂かずにそのまま使いたいと思っていま
す。
　貸借対照表の資産の部は、合計33,840,912円、負債の
部は、合計33,8410,912円です。未払金はヒルトンの例会
に対するまだ払っていない分です。
　40周年記念予算書概算に関しましては、コロナの関係で
40周年の懇親会とイベントを中止しました。ただしそれに
かかる事業として本日湯澤勇生さんからお話があったよう
に、学校への寄付等があり、こういった支払いが今後発生
することになります。40周年をやろうと皆様で積み立てて
いた金額から今後支払われていく金額が記載してあるのが、
40周年記念予算書概算です。40周年記念予算書概算を全
て支払っても40周年事業基金が余るので、それに関しては
今年度の理事会の方でにどうするかの判断を話し合い、45
周年に使うのか50周年に使うのか進めていこうと思ってい
ます。
　ニコボックス収支計算書の収入の部は、当期収入合計が
1,939,604円、前期繰越収支差額の合計が11,770,104円、
収入の合計が13,709,708円です。支出の部は、当期支出
合計が529,830円、当期収支合計が1,409,774円、次期繰
越収支差額が13,179,878円です。
　ガバナー補佐会計収支計算書の収入の部は収入合計が
1,106,002円で、支出の部は、次期繰越収支差額が、
110,095円です。

監査報告：森恒夫さん

●収入の部
ガバナー補佐活動費、本会計より委員会費、IM登録料、特
別出演者、利息を合わせまして収入の合計が13,870,012
円です。
●支出の部
支出合計が13,870,012円です。IM実行委員会は伊藤豪ガ
バナー補佐を始め皆さんで色々準備されてたのが、残念な
がらコロナの影響で中止となりました。その為キャンセル

　去る7月1日に事務局に於いて、名古屋瑞穂ロータリーク
ラブ令和元年7月1日より、令和2年6月30日にかかる年間収
支決算書、及び令和2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2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。
2020-2021年度収支予算案：山口哲司幹事

2020-2021年度IM実行委員会収支決算(案)

●収入の部
　当期収入合計が年間で
32,589,800円、前期繰越収支差額
と合わせまして合計で42,648,891
円です。春の家族会と下期例会費に
関してですが、先ほど鈴木直前幹事
からご説明があったように春の家族
会と下期納会は徴収しません。ですが、それ以降に入会さ
れた2名の方からは、例会費を頂きますので2名分記載致し
ました。また、一人あたりの年間費は収入の部の下に詳細
を記載させていただきました。
●支出の部(1)
　ロータリー組織関係です。RI関係の小計が525,420円、
全国関係の小計が1,799,200円、地区関係の小計が
2,403,500円、ロータリー組織関係の小計が4,728,120円
で、例会費の小計が17,142,400円です。
●支出の部(2)
　委員会活動費が小計4,309,600円、管理費が小計
11,226,352円で、当期支出合計が37,406,472円、予備費
が5,242,419円として合計で42,648,891円です。

料等を支払って残った3,681,800円を各RCから参加予定だ
った方に4,100円ずつ返金させていただきました。返金をし
て、残った金額が3,099円です。こちらは本会計の方に入れ
させていただいて、全て支払い等終わって記載の通りにな
っております。

： 
：
32年目のイニシエーションスピーチ
松波　恒彦さん

テ ー マ
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