
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会  若林 克昌 

 

◎開会点鐘           会長 宮本  誠 

 

◎ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介          会長 宮本  誠 

 相模原橋本ＲＣ会員        原 幹朗さん 

 卓話講師  

多摩市役所企画政策部 参事 飯箸 俊一さん 

        〃        八木 英明さん 

    〃        廣瀬 友美さん 

 

◎会務報告           会長 宮本  誠 

先週の２５周年記念式典、会員の皆さんのご協力のお陰

で無事盛会に終わりました。大変お疲れ様でした。あり

がとうございました。また明日のテニススクールもあっ

て、大変ですが宜しくお願いします。それが終われば一

段落です。本日臨時理事会で、次年度役員理事候補者の

指名委員会メンバーを決定しました。宮村・小泉・澄川・

萩生田・小田・宮本の６会員です。11 月 4 日に候補者

の発表をお願いします。本日例会後、定例理事会を開催

します。 

 

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

配 布：ロータリーの友 10月号、米山奨学事業豆辞典 

回 覧：2014-15年度地区一般会計財務報告書、2014年

度米山記念奨学会事業報告書、東京稲城 RC会報。 

明日、テニススクール閉会後、25 周年式典と合わせて

の打ち上げをします。奮って参加をお待ちしております。 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

☆創立 25周年記念式典       

実行委員長 遠藤 二郎 

25 周年も皆様のご協力のお陰

で、大成功で終わることが出来

ました。本当にありがとうござ

いました。小泉委員長始め全員

の力で、高いレベルの周年事業

になったと思います。1年半に 

 

 

 

 

 

 

亘る準備、ご苦労様でした。 

 

☆障がい者テニス    実行委員長 田﨑 博実 

明日の障がい者テニススクールは、8時15分集合です、

お集まりください。その際、多摩グリーンの緑の Tシャ 

ツの着用をお願いします。 

 ☆病状経過          津守 弘範会員 

9月 13日～29日まで、脳梗塞で入院していました。無

事に退院しました。皆さんも気をつけましょう。（田村

会員より、「脳梗塞発作の時には、私の携帯電話に連絡

して下さい。至急対応します」の提案がありました。田

村会員の電話番号は事務局に聞いてください） 

 

 ☆お礼            大松 誠二会員 

私の義父の葬儀には、クラブからはお花を頂戴し、また

多くの会員の皆さまに会葬していただき、無事送ること

が出来ました。ありがとうございました。私も、農業一

筋だった義父のあとを継ぎ、“田吾作”として、多摩に

骨を埋めるつもりです、よろしくお願いします。 

 

 ☆まち美化キャンペーン     

まち美化推進委員 森本 由美 

参加いただける日にお願い致します。 

日程 時間 場所 

10月31日(土) 11：00～12：00 永山駅周辺 

〃 13：00～14：00 聖蹟桜ヶ丘駅周辺 

11月 4日(水) 15：30～16：30 唐木田駅周辺 

11月 5日(木) 15：30～16：30 多摩センター駅周辺 

 

◎出席報告      出席奨励委員長 田﨑 博実 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           21名 

        出席義務免除者      8名   

   計                29名 

出席率        29/32  =  ９０.６３％ 

第 1163回例会（9/30）訂正出席率 ８７.１０％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 関岡 俊二 

 原  幹朗 お隣の橋本ＲＣから参りました。 

       今後とも宜しくお願い致します。 
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例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 

事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 

TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 

    

会長  宮本 誠 幹事 入沢修自  会報・記録委員長 森本由美 

副委員長 足立潤三郎 委員 大松誠二 菊池敏 小泉博 関岡俊二  

HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/   海野榮一 吉沢洋景 

 

                                                                                                                                                               

    

 

  

                                                                                                                           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

    

      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25周年クラブを！              
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 宮本  誠 25周年 みなさん協力ありがとう 

ございました。 

 入沢 修自 いろんなことがありますが お陰様で 

感謝です。 

 足立潤三郎 多摩市役所政策部の皆様ようこそ 

       卓話よろしくお願い致します。 

 荒瀧 義機 飯箸俊一様、八木英明様、廣瀬友美様 

       ようこそいらっしゃいました。楽しんで 

下さい。飯箸様卓話たのしみです。 

 萩生田政由 多摩市企画政策部 参事飯箸俊一様 

卓話楽しみです！宜しくお願い致し 

ます。 

 伊澤ケイ子 すばらしい秋晴れ 明日のテニスも 

       楽しみです。 

 菊池  敏 本日は卓話楽しみにしております。 

 小泉  博 飯箸さま卓話よろしくお願いします。  

       25周年皆さんお疲れさまでした。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ 卓話よろしくおねが 

いします。菊が咲き始めました。 

 宮村  宏 明日は皆様 宜しくお願いします。 

 森本 由美 秋晴れが続いて 気分がいいですね 

       元気ですか   ッ！！ 

 村上  久 飯箸俊一様 卓話宜しくお願いします。 

 中谷 綋子 お客様ようこそ。 

 斎藤 誠壽 25周年記念お疲れさまでした。  

 関岡 俊二 多摩市役所 飯箸様 ようこそ。 

 澄川  昇 25周年事業無事終わりました。 

おめでとうございます。 明日の障がい 

者テニス楽しみです。 

 田﨑 博実 明日の障がい者テニススクール宜しく 

お願いします。 

 津守 弘範 9/13脳梗塞でしたが舌が回らず即入院 

       しました。今日より復帰します。 

 海野 榮一 25周年記念で 100％出席表彰をいただ 

きましたので。 

 若林 克昌 飯箸様ようこそいらっしゃいました 

       卓話楽しみにしています。 

本日の合計￥３６,０００（累計￥３１６,５０９） 

多摩市役所 飯箸俊一様より卓話の謝礼をニコニコに 

していただきました。 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長   田村 豊 

本日の卓話者の飯箸様は、群馬県出身で東京都から多摩

市に出向して企画政策部参事でいらっしゃいます。ふる

さと納税によって、多摩市に対しても政策実現を提案で

きるかと思います。 

◎卓話「ふるさと納税について」   

多摩市役所企画政策部 参事  

飯箸 俊一さん 

① ふるさと納税者の仕組み 

自治体に寄附を行うと、2000円

を超える部分について、個人住

民税の 2割を上限に控除される

制度です。納税といっても、寄

附であり、税金を納めるものではありません。ふる

さとを応援したいという想いを活かした制度です。

また、出身地や居住地に関係なく、すべての自治体

が寄附の対象になります。 

② ふるさと納税の控除 

イ． 所得税：（ふるさと納税額―2000円）を所得控

除 

ロ． 個人住民税（基本分）：（ふるさと納税額―2000

円）X10％を税額控除 

ハ． 個人住民税（特例分）：（ふるさと納税額―2000

円）X（100％ー10％－所得税率） 

適用下限額 2000円は変わりありません。（別紙記載参照

して下さい） 

③ 寄附金の使い道 

次のメニューから選んでいただき、原則として、基

金に積み立て、翌年から指定の事業に活用します。 

１． 地域や社会での学び、健康の増進、安心安全な

環境の向上、まちの魅力づくり、国際交流、市

民参画等の事業 

２． 高齢者、障がい者、児童等の福祉事業 

３． 緑の保全や緑化の推進事業 

４． 公共施設の設備・改修 

なお、より自由に具体的に指定もできます。 

④ 寄附の手続き 

イ．寄附の申し込み 

１．多摩市ホームページ「ふるさと TAMA応援寄附金 

（ふるさと納税）」からクレジットカード決済専用 

  フォームにより申し込み 

２．寄附申込書に必要事項を記入して、申し込む。 

ロ．寄附金の払い込み 

 １．クレジットカード（インターネットによる場合） 

 ２．納付書（多摩市専用の納付書により金融機関で 

寄附金を払い込む） 

 ３．市役所窓口への現金持参 

何れも手数料はかかりません。 

ハ．寄附金受領証明書の発行(寄附金税額控除に必要) 

二．寄附金税額控除には確定申告の手続きが必要です。 

（会員からの質問――ふるさと納税をすると何か 

お土産がありますか？例えばキティーちゃん人形

とか京王ホテルの招待券とかどうでしょう） 

＊何とか前向きに検討します。ご期待してお待ち下さい。 

 

◎お礼と点鐘          会長 宮本  誠 

（今週の担当 大松誠二） 

＜ 田吾作だより ＞    

今、畑は耕され、冬を待ち受けてい

る。土を耕した後を、シジュウカラ

の番（つがい）が追って虫を探して

いる。馴れたもので、逃げない。静

かな晩秋の風景である。今年も激しい暑さ・雨・風の夏

であった。大きな自然災害がいくつもあった。新鮮な野

菜を食する自然の恵みと、災厄の恐怖、この澄み切った、

晴れやかな空気はいつまでも続くことか。 



 


