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「七福神」 河鍋暁斎 
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本日の例会プログラム
○「月初めのお祝い」
○ 卓話「年男新年の抱負」
　 卓話者：野澤　豊輔　君 ・ 相良　　登　君
　　　　　 野村　一成　君 ・ 服部　吉高　君

○ 卓話「職業奉仕月間
　 卓話者：職業奉仕委員会
　　　　　 宮内　則雄　委員長

次回の例会プログラム 1月 27日㈮

第2676回例会 2023年1月20日㈮

15
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ニコニコBOX（敬称略）

宮内　則雄　副幹事・会計

・ 四つのテスト

遠藤　源一郎

パスト会長

ソングリーダー

前田　美代子　君

司会・進行 ソング 演奏題目

出親睦活動・家族委員会　前田　美代子　委員長

　塚田年度第二回親睦ゴルフコン

ペの日程が決定いたしましたので

ご案内いたします。

　令和５年３月９日㈭桃里カント

リークラブで行います。９時12分
スタートでOut・In各４組を岩﨑

聖一さんにご予約をいただきました。

　ぜひ皆様奮ってご参加をいただければと存じま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

Ｓ・Ａ・Ａ委員会　坪野　潔　委員長

　お渡しした活動計画で、席順等

準備の件ですが、１・２月はプログ

ラムと会報・雑誌委員会、３・４月

が職業奉仕と社会奉仕委員会でお

願いします。

　座席については３ヵ月必要なの

で､１月から３月までの座席表を委員長さんにお渡

ししましたので、よろしくお願いします。

　座席については、３ヵ月に１度交換です。担当の委

員会は２ヵ月毎なので、ちょっと紛らわしいですが、

よろしくお願いします。

ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

　本日第３回目のゴルフレッスン

会を開催いたします。参加予定の

方はお集まりください。青ペー

パーお渡ししましたので、確認お

願いします。　

第2675回
2022年12月16日 前半期を顧みて

会員数 52名
出席者数 35名
欠席者数 ２名

内欠席免除者数 １名

事前連絡者 13名

出席率 96.00％

委員会報告
出席委員会　小山　仁美　委員長

塚田　晴夫 皆さんのおかげで無事前半期を終わ
ることが出来ます。ありがとうござい
ます。

蓮見　公男 会長・幹事・役員の皆様、前半期御苦労
様でした。

大和田五郎 会長・幹事、半年ごくろう様でした。

川島　　栄 会長・幹事、半期御苦労様です。

遠藤源一郎 会長・幹事、前半期ご苦労様です。後半
もよろしくお願いいたします。

野村　利夫 会長・幹事さん、半期御苦労様でした。
事業が出来ると良いですね。

飯田　敏行 一年間ありがとうございました。

関　　義明 塚田会長・阿久津幹事、前半期おつか
れ様でした。後半もお願いします。

坪野　　潔 お見舞ありがとうございました。無事
回復いたしました。

森田　一雄 会長・幹事、卓話楽しみにしています。

遠藤　　誠 会長・幹事、あと半年よろしくお願い
します。

阿久津　理 卓話させていただきます。

岩田　潤一 塚田会長・阿久津幹事、よろしくお願
いします。

岩﨑　聖一 会長・幹事、卓話楽しみにしています。

若松　　理 会長・幹事、前半期御苦労様でした。

秋葉　和敬 １年間ありがとうございました。

小野寺信次 会長様・幹事様、ありがとうございま
した。本年もよろしくお願いします。

山浦　　博 会長・幹事、卓話楽しみにしています。

熊木　善一 前半期を顧みて、会長・幹事、おつかれ
様です。

相良　　登 塚田会長・阿久津幹事、お世話になり
ます。卓話楽しみにしています。

前田美代子 塚田会長・阿久津幹事、卓話楽しみに
しています。
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幹 事 報 告
阿久津　理　幹事

１.次回の例会は１月20日㈮です。
　※13日の新年会は中止です。
　１月第１回目の例会となり

ますので、月初めのお祝いを行

います。食事は引き続き持ち帰

りの予定です。

２. 今後の例会開催方法は、１月20日の理事会で協議
のうえ決定いたします。

　決定内容は幹事報告で皆様にご報告します。

３. １月21日㈯第２回職業奉仕セミナーが、つくば市
「ホテル日航つくば」で開催されます。

　 出席者：塚田会長、阿久津幹事、宮内職業奉仕
委員長

４. 会費の納入をお願いいたします。（１月から受け付
けます）原則として銀行振込でお願いいたします。

　後期会費：10万円
　口座：常陽銀行　古河支店　普通口座　1802251
　 コガロータリークラブ　※振込手数料はご負担
願います。

会長の時間
塚田　晴夫　会長

　皆さんこんにちは、今日からし

ばらくの間弁当の持ち帰り、時短

例会になります。ご理解とご協力

お願いします。１月の例会は20日
からになります。

　固定資産税の評価の意義と価格

の話をします。固定資産税は、課税対象である土地や

家屋の価値を課税標準として課税されるもので、課

税標準となる固定資産の価格は「適正な時価」とさ

れています。

　固定資産税の評価は固定資産税の課税標準となる

土地や家屋の別にそれぞれの適正な時価（価格）を

求めることをいいます。

　固定資産税の評価によって求める「適正な時価」

とは、土地や家屋とも正常な条件のもと成立する取

引価格（正常価格）とされます。正常価格とは現実の

取引価格には当事者間の事情によって正常でない条

件があるので、こうした不正常な部分を取り除いて

資産自体の本来の価値を適正に反映した価格のこと

になります。

　こうしたことから、土地については、売買実例価額

を基準として評価する方法が採られ、家屋について

は、再建築費（価格）を基準として評価する方法が採

られているために、自分が思っている評価と違うこ

とがあります。

　この他にも、固定資産評価基準の意義や固定資産

の評価替えなどありますが、次の機会とさせていた

だき、会長の時間とします。

卓　　　話
卓　話　前半期を顧みて

卓話者　阿久津　理幹事

　塚田年度がスタートする前、今

年５月の会長幹事会で、次年度の

会長、幹事への引継が行われ、今年

度の抱負などを発表したのです

が、５月の時点では、コロナの感染者数もだいぶ減っ

ており、塚田年度はコロナで中止になっていた事業

活動も再開できると期待しておりました。ところが、

いよいよ塚田年度が始まる７月くらいからまた感染

者数が増え始め、８月の例会はすべて中止となってし

まい、スタート直後に少しつまずいた感があります。

　９月に入りガバナー公式訪問の準備が始まりまし

たが、やはりコロナの影響で予定が変更になったり、

台風の影響で河川敷清掃の事業が中止になったり

と、今までに経験のない事態が続き、対応に大変苦慮

しました。そのような状況下でしたが、ガバナー公式

訪問も無事に終わり、地区大会も予定通り開催され、

なんとか前半期を終える事ができました。

　今年度は、塚田会長が掲げる『chance to try ～
挑戦するチャンス～』「失敗を恐れるより挑戦しない

ことを恐れよ」というテーマのもとスタートしまし

た。やっと、幹事という役に少しなれてきたところで

すが、後半期もこのテーマを念頭におき、皆様のご協

力もと、古河ロータリークラブの円滑な運営のため

幹事職を全うしてまいります。残り半年間もよろし

くお願いいたします。

五十嵐　順 塚田会長・阿久津幹事、卓話楽しみに
しています

鈴木　一彦 塚田会長・阿久津幹事、卓話楽しみに
しています

立岡　喜一 塚田会長・阿久津幹事、卓話楽しみに
しています

早川　　宏 幹事さんご苦労様です。

鈴木　敏雄 塚田会長・阿久津幹事、卓話楽しみに
しています

福富　浩志 会長・幹事、卓話楽しみにしています。

野村　一成 塚田会長・阿久津幹事、卓話楽しみに
しています

塩谷　和宏 会長・幹事、卓話楽しみにしています。

宮内　則雄 塚田会長さん・阿久津幹事さん、前半
期ご苦労様でした。

投入件数 合計金額

本日 ３０件 ８８,０００円
累積 ４４６件 １,２３５,０５０円
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前半期を顧みて

塚田　晴夫会長

　前半期を顧みてと言うことで、

今年度は７月の最初の日１日から

始まりました。野澤会長が幹事の

時も１日から始まったことを思い

だします。

　会長職が務まるか不安の中、小林ガバナー補佐や

多くのゲストをお迎えして、挨拶させていただき、RI
会長・大野ガバナーの方針や目標の元、私のテーマ

「chance to try ̃挑戦するチャンス～」ということ
で話をさせていただきました。

　７月の第２・第３例会は、各委員長の挨拶が無事行

われましたが、第４例会の夕涼み会・８月の例会もコ

ロナの為に中止させていただきました。メンバーで

もあります関口さんの参禅例会楽しみにしていたの

ですが、出来なくて残念です。９月第１例会「ガバ

ナー公式訪問に備えて」も中止にさせていただきま

した。９月９日のガバナー公式訪問は、多くのメン

バーに参加いただき無事開催することが出来まし

た。ありがとうございます。10月例会は、コロナが少
し落ち着いたので無事行いました。第４例会は地区

大会で、つくば市のノバホールで開催され、岩﨑パス

ト会長がガバナー特別表彰を受けました。11月第１
例会は、10月26日に100歳になられた、「岩﨑パスト会
長の百寿のお祝い」が無事行うことが出来ました。お

めでとうございます。そして、前田委員長や関係され

た方々に感謝いたします。12月も開催出来ればいい
なと思っていましたが、コロナ感染者が増えて来た

ので、第１・第３例会は行いますが、第２回例会懇親を

深めるクリスマス会は、中止にしました。残念です。

　コロナ禍ということで、なかなか行事が出来ませ

んが、間下ロータリー情報委員長、企画の大木美人プ

ロによるゴルフレッスン会が10月28日・11月24日に
行われ、初めてクラブを握る方も楽しく参加してい

ただき、ゴルフ仲間が増えるのは、とてもいいことだ

と思います。

　これから後半期、コロナ感染が落ち着き、無事開催

されますように祈りながら、後半年間皆様の益々の

協力をお願いして前半期を顧みてといたします。

第３回 ゴルフレッスン会

米山功労者表彰

　2022年12月16日㈮に、第３回ゴルフレッスン
会が開催されました。

　次回優勝すべく、熱心に大木プロの指導を受

ける福富君が印象的でした。

　例会の冒頭、熊木善一君が米山功労者の表彰

をされました。おめでとうございます！

ロータリー情報 Vol.15
ロータリー情報委員会　間下　保　委員長

「職業奉仕とは何ですか」
　職業奉仕は「ロータリーの目的」（2013年以前
は「ロータリーの綱領」）そのものと言っていい

主要な活動理念です。簡単に定義すれば、自分の

職業を通じて他人を助けることです。ロータリ

アンに課せられた個人的な義務とも言えます。

　以下、アメリカ・カナダでは必読とさせる

「The　Rotarian」誌からの抜粋です。
１.顧客に対する対応
あなたが提供できる最良の品質、最高の技術を

提供していますか？

あなたは、礼儀正しく、正直ですか？

２.従業員に対する対応
満足する報酬を与えていますか？

安全で快適な職場を提供していますか？

従業員との紛争に公正に対処していますか？

忠誠、正直、好意の手本を示していますか？

３.同業者に対する対応
彼らに対して公正な態度で接していますか？

誠実さを感じ取れる行動をしていますか？

業界において共に手を携えて、職業倫理の高揚

に努めていますか？

４.納入業者に対する対応
公正で友好的な関係ですか？

約束であっても正式な約束として守りますか？

ご意見、ご指摘は間下までお願いします。


