人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区
会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

小こ
八木 勉会長

第 1107 回
司会

八木

会長

水野

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp

八木 勉会長

勉会長

斉唱

我等の生業

3 名の参加依頼がありまして、私の他にあと 2 名
の参加をお願い致します。
今日は知っているようで知らない損害保険と宝
くじの話をしたいと思います。まずその話をする
にあたって、その共通点というのは共に博打と賭
博から発祥したということです。
有名なロイズ保険会社は大航海時代に膨大な航
海費用調達のため、大航海という大博打のリスク
分散策として保険の原型を考案し、巨大な富を築
き上げました。
宝くじは胴元がお金を集め、抽選でそのお金を
分配するという賭博そのものであり刑法では禁止
されていますが、地方自治体だけが総務省の認可
を受け、発行が許可されている特別許可事業です。
まず損害保険、その中でも最も有名なのが火災
保険ですが、なぜ火災保険を掛けなければいけな
いのがというと、日本の法律そのものにありまし
て、失火に関する法律の中で民法 709 条により、
隣から火をもらっても火元には責任はなく、賠償
を求める事ができない。従って自分の家は自分で
守るというのが鉄則であり、そのためにも十分な
火災保険を掛けておく必要があるのです。
それと最近はリスクの多様化で、衛星の打ちあ

伊勢原平成ロータリークラブの中村さん、よ
うこそお出でくださいました。また、花を持っ
てきて頂きましたので皆さん帰る時に持ってい
って下さい。
まず、先日の会長幹事会の報告をいたします。
4 月 20 日の第 5 グループ親睦ゴルフコンペは
80 名程の参加で盛大に行われたという事です。
5 月 5 日の相模原グリーン RC 主催「子供の
ための音楽会」は 560 名集まりまして盛況だっ
たとのことです。
5 月 14 日相模原ニューシティ RC 認証状伝達
式も順調に行われました。参加された方ご苦労
様でした。
5 月 17 日相模原大野 RC の市長例会は 41 名
の参加があり、大変助かりましたとの事でした。
来週の土曜日なんですが、相模原中 RC の創
立 40 周年記念式典が 3 時から小田急センチュ
リーホテル相模大野で行われますので、宜しく
お願いします。
6 月 1 日(木)に交換留学生のニコル・レオンさ
んの送別会が開催されるので、各クラブより

【出席報告者

相模原市緑区中野 1029
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井上 旭SAA

会長挨拶

事務所・例会場

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

18

15

13

2

86.67％

93.33％

本日欠席者

具会員、松本会員

前々回修正出席率

81.25％

げ保険、サイバーリスク保険、身近なものでは
自転車保険に至るまであらゆるリスクをカバー
する手段として広く利用されています。
次に宝くじについてですが、まず宝くじの当
選金は支払い開始から 1 年を経過すると時効と
なり受け取れません。この時効当選金の中には
毎年１億円以上の高額当選金も数本含まれてい
ます。１年間の累積額は 200 億を超える金額に
なるそうです。
この巨額の時効当選金は発売した地方自治体
に納付金として還元され、公共事業に使われま
す。せっかくの幸運を無駄にしないように注意
深く見て頂きたいものです。
また宝くじの当選金については所得税はかか
りません。ただしグループで買った時には代表
者が高額当選金を受け取り、グループの仲間に
分配した場合は贈与税が発生します。その時に
は共同購入者全員から分配額を記入した委任状
を作成し、おのおのがそれを受け取ったという
ことであれば非課税という扱いになるそうで
す。会社等で共同で買う場合は頭に入れておく
と役に立つと思います。
最後に保険は当たらないように、そして宝く
じは当たりますようにと願って話を締めくくり
たいと思います。

幹事報告 高橋幸一幹事
週報受領
相模原南 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
ハイライトよねやま 206 号
相模原南 RC
交換留学生(ニコル・レオン)送別会開催案内
例会変更通知
相模原グリーン RC
6 月 2 日（金） → 3 日（土）～4 日（日）
宿泊例会（那須方面）へ移動
6 月 23 日(金)夜間例会 点鐘 18：30
6 月 30 日(金)休 会 （定款第６条第１節）
相模原南 RC
5 月 30 日（火）→夜間例会 点鐘 18：30
場所 伊勢丹バンケット 7F
6 月 27 日(火) 移動例会 6 月 25 日(日)
年度末旅行（箱根）
チラシを
その他の受領書類
相模原市国際化推進委員会
平成 29 年度相模原市国際化推進委員会
総会資料及び開催結果報告

ゲスト紹介
中村眞英

様

伊勢原平成 RC

中村眞英地区副幹事の話
こんにちは。簡単に自己紹介をさせていただ
きます。伊勢原平成ロータリークラブのチャー
ターメンバーとして 28 歳で入会しましたので、
ロータリー歴は 28 年位になります。5 年程前に
クラブ会長、その後ガバナー補佐を佐藤さんと
同期に務めまして、一生懸命な佐藤さんから刺
激を受けて今真面目にやっております。
佐藤さんが在籍しているクラブですから、皆
さんも手抜きなど無いであろうこのクラブに、
今日は願いが叶って訪問できました。
私はフラワーランドというディスカウントス
ーパーをやっております。伊勢原が本店なんで
すが、愛川店がありましてこの前佐藤さんが来
て下さったんです。そしてチラシをお渡しした
ら営業活動をして下さいましたので、お礼に皆
さんに花をお持ちしました。ペチュニアという
花ですが、ちょっとした手を加えるとすごく大
きくなります。
次年度私は地区で補助金配分推進委員会の委
員長を務めることになりました。こちらのクラ
ブでも次年度桜の植樹を行うという事で評価が
なかなか良かったです。RI のテーマに沿ったよ
うな素晴らしいプロジェクトだと思います。
地区の担当委員長として申しますが、実施に
おいて内容の変化が無いようにして頂きたいと
思います。
また財団の寄付ですが、いつも全員から寄付
して頂いていますね。今後も 100 ドル以上の寄
付をよろしくお願いします。
次年度小山さんが地区副幹事として情報をた
くさん持ち帰ると思いますが、それがクラブの
繁栄に繋がりますので、小山さんの活躍も期待
したいと思います。津久井中央クラブさんの今
後に注目して、また機会がありましたらお邪魔
したいと思います。ありがとうございました。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野 茂委員長
伊勢原平成 RC
中村眞英 様
津久井中央 RC の皆様、こんにちは。佐藤さんには大変、大変お世話になってい
るので、お花のプレゼントをもってメーキャップにまいりました。本日は
宜しくお願い致します。
津久井中央 RC
八木 勉会員
中村さん、ようこそおこし下さいました。又、花をいただきありがとうございま
す。井上さん、ごはんの素をありがとうございます。玉ねぎ生で食べて下さいね。
高橋幸一会員
中村様、ようこそおこし下さいました。井上さんお土産ありがとうございました。
決算月なので頑張ります。
井上 旭会員
伊勢原平成ロータリーの中村様、ようこそお越し下さいました。5/14 のニューシ
ティ RC の認証状伝達式に出られたみなさんご苦労さまでした。
半年前から山形旅行の予定がありましたので、欠席しました。山形の名物だそう
です「だたちゃ豆」ご飯の素、ご賞味下さい。
山﨑和彦会員
中村さん、ようこそ。花の名前はわかりませんが、お花をありがとうございます。
八木会長、すばらしい野菜ですね。私も畑がいっぱいあるので、農業でも始めて
みたいです。
森田正紀会員
中村様、本日は遠い所、ようこそいらっしゃいました。5 月 16 日杉本さんと補助
金支給説明会に出席してきました。これで事業が本格的にスタートして行きます。
ガンバリましょう！中村様、井上さん、八木さんどうもありがとうございます。
田畑和久会員
中村様、ようこそ。お花をありがとうございます。井上さんだたちゃ豆ごはんの
素ありがとうございます。いよいよ来週末から四国巡礼の旅です。6/10 迄香川、
愛媛、大分、福岡、高知と陸路、海路、空路を使い、プラプラして来ます。2 週
例会休みますので、ごきげんよう。来週は出ます（予定）
沼崎善充会員
皆様、たくさんのプレゼントありがとうございます。水野のとなりに居るのでス
マイルします
小川洋一会員
先日の相模原ニューシティ RC のチャーターナイト参加の皆さん、おつかれさま
です。久々の参加で設立当初の事を思い出しました。井上さん、八木さん色々あ
りがとうございます。
小山里枝会員
中村様、ようこそ津久井まで、ステキなお花をありがとうございます。おみやげ
ご持参のビジター…初めてではないでしょうか！井上さん、山形のおみやげあり
がとうございます。だたちゃ豆好物です。八木会長、丹精込めて作った野菜をあ
りがとうございます。今日はおみやげがたくさんで嬉しいです。主人から退会命
令？3 度目がありましたが負けません。がんばります。皆様、ご協力よろしくお
願いいたします。
佐藤祐一郎会員 中村さん、ようこそいらっしゃいました。お土産ありがとうございます。中央道
工事で 2 時間 30 分かかりました。なんと東名も事故で渋滞 20kｍ以上。早く来
るつもりが遅くなってごめんなさい。
杉本信一会員
次年度幹事です。忙しくてまた二日酔いです。資料ご協力下さい。
前沢弘之会員
中村さん、遠くまでありがとうございます。事務所に花を咲かせようと思います。
明日の夜、ここで商工会青年部に向けて講義をします。何を話すか、これから考
えます。
水野 茂会員
中村さん、お花をありがとうございました。八木さん、新鮮な野菜いつもありが
とうございます。本日も全員のスマイルありがとうございました。

