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司会  井上 旭 SAA  会長 八木 勉会長  斉唱 我等の生業 

 

 

 

事務所・例会場 

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201   FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日   時間 12：30~13：30 

Ｅ-mail  trc@club.email.ne.jp 

 

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  

 

【出席報告者  水野 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 前々回修正出席率 

18 15 13 2 86.67％ 94.44％ 80.00％ 

本日欠席者 森田会員、前沢会員     

 

会長挨拶 八木 勉会長 
 

として生き残れるように、今あるコンピュータ 

ーのシステムを作る研究が始まりました。それ

がインターネットの始まりで、ここまで普及し

たということです。 

3 学校の校庭には桜の木が多いのですが、なぜ桜

なのかというと、戦前の日本は国民に軍国主義

を植え付けようとしたため、明治時代に日本の

精神の象徴とされていた桜を多く植えました。

潔く散る軍人精神と重ねあわせ、陸軍の兵舎な

どにも多く植えたということです。 

4 シンガポールについての雑学ですが、シンガポ

ールというのはサンスクリット語で「獅子の町」

という意味なので、｢マーライオン｣が国の象徴

となっているようです。 

5 ベートーベン作曲の「運命」についてです。こ 

 の曲を「運命」と呼ぶのは日本とドイツだけだ

そうです。他の国は「交響曲第 5 番ハ短調作品

67」という正式名で呼ぶそうです。 

6 匂いの雑学ですが、足が臭いのは角質が原因だ

そうです。足の裏の角質部分が新陳代謝によっ

て剥がれ、そこに汗が加わると細菌にとっては

最高に繁殖できる状態になり、しかも靴の中は

蒸れているため繁殖は加速されます。それを予

防するには入浴時に足の裏をよく擦り角質を取

り除くことが良いそうです。 

 

 

  

 立春が過ぎまして、昼間春らしい暖かい日も

ありますが、今日は非常に寒く寒暖の差が激し

いので、体調には十分気をつけて頂きたいと思

います。 

 2 月のプログラムで 23 日の例会が佐藤会員

の卓話となっていますが、協議会に変更させて

頂き、以前から言っていました規定審議会で

色々な変更があった件を、次年度に間に合うよ

うに皆さんで議論をして決めていきたいと思い

ます。活発にご意見を出して頂くようお願い申

し上げます。 

 今、テレビで豆知識や雑学を教える番組があ

りますが、仕事をする上でお客さんと話をする

時に役に立つと思いますので、そういった雑学

を今日はお話しします。 

1.飲食店の看板は赤が多いのですが、何故かと

言いますと食欲を促進させる狙いがあるそう

です。 

2 インターネットが作られた経緯についてです

が、1969 年にアメリカの国防総省の内部で、

軍事データを一か所に集めておくと、万が一

狙われた場合に対処できなくなるので、軍事

情報を分散させて一か所が攻撃されても全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八木 勉会長 

 



 

 

 

 

     

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 高橋幸一幹事 

 
ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 公共イメージセミナー開催案内 

規定審議会立法案提出について 

財団室ニュース  2月号 

 ローターアクト第２回アクターズミーティン

グ開催案内 

インターアクト一泊研修会開催案 

女性会員増強のためのセミナー開催案内 

PETS(クラブ会長エレクトセミナー)開催 

案内 

新クラブの紹介 

2 月のロータリーレート １ドル＝116円 

 ガバナー月信 №8 

  

ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 2月号 

 

佐藤ガバナー補佐 

  第８回「会長・幹事会」開催案内 

  第２回「新会員の集い」開催案内 

  

相模原中 RC 

 次年度会長幹事顔合わせ会開催案内 

 

相模原東 RC 相模原大野 RC 相模原南 RC 

 例会変更通知 

  

その他の受領書類 

相模原市美化運動推進協議会 

 平成 29 年度美化運動推進功労者表彰候補者

推薦依頼 

 

新入会員卓話   

     松本夏樹会員 

  
     

7 南極と北極では風邪を引かないという話があ

ります。あまりの寒さでウイルスが生きてい

けないのです。ですから風は引かないという

ことです。 

8 鶴は千年、亀は万年と言いますが、これは当然

嘘で最大でも鶴は 30年位、亀は 150年位の寿

命だそうです。 

9 馬の鼻息についての豆知識です。馬はとても鼻

息が荒いのですが、なぜかというと鼻でしか

呼吸ができないそうです。 

10東大生についての雑学で統計によるものです

が、イギリスの科学雑誌ネイチャーに 1955

年発表された論文で、東大の医学部は 7 月生

まれの学生が多いそうです。7月生まれは優秀

なのかもしれません。 

11 おしどり夫婦という言葉があります。これは

大変仲が良い夫婦という意味で使われていま

すが、オシドリという鳥は毎年交尾相手が変

わり、夫婦でいる期間がとても短いそうです。 

 卵が無事生まれ、メスが卵を温め始めるとオ

スは何処かへ行ってしまい、つがいを解消す

るそうです。ですからおしどり夫婦というの

は鳥のことではなく、別の意味があるのでは

ないかと私は思います。 

12 電車についての雑学ですが、山手線は昔は山

の手線と言っていました。戦前までは山の手

線だったのですが、戦後は山手線になりまし

た。当時日本に進駐した連合国軍は、国鉄に

対して鉄道の路線名をアルファベットで表記 

するよう指示したそうですが、その時に国鉄

内部では「やまて線」と呼んでいたことから

担当者が「YAMATE」と届け出てしまったた

め、山の手線は今の山手線になったというこ

とです。 

13 トウモロコシの豆知識ですが、粒の数は必ず 

 偶数なんです。成長する過程で粒が二つずつ

分裂していくので必ず偶数になるそうです。 

今度、食べながら数えてみて下さい。 

14 オナラの雑学です。ベジタリアンのオナラは

臭くないが、肉類を食べ胃腸が弱っている人

はオナラが臭くなります。繊維質の多い野菜

などは大腸で分解され、ガスを発生させても

ほとんど臭みがないからだそうです。オナラ

がよく出る方は野菜を食べましょう。 

15 お金に関する雑学です。5 円玉に穴が開いて

いる理由をご存じでしょうか。5円玉が最初に

発行されたのは戦後まもなくで、材料を節約

しなければならず、そのために穴を明けたそ

うです。 

雑学、豆知識を色々お話しましたが、何かの時 

に役に立てて頂ければと思います。 

 

 

 みなさん、こんにちは。新入会員の松本です。

まず、自己紹介をしたいと思います。 

 私は相模原市緑区の城山で、昭和 50年に生ま

れました。 

 私の経歴ですが、都内や小田原の会計事務所

に勤めた後、平成 20年の 1月に独立しました。 

 以前勤めていた会計事務所の所長が JCのOB

であり、ロータリークラブの会長をされていた

ので、前からロータリークラブというものを身

近に感じていました。 

 その所長が週一回必ずお昼頃出かけていまし

たので、今考えると例会に出席していたのだと

思います。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル委員会 水野 茂委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
津久井中央 RC 

 八木 勉会員  先日は誕生日のメールを多数いただき、ありがとうございました。娘が養命酒を買っ

てくれました？ 

 高橋幸一会員  山口さん、チョコありがとうございます。松本会員、楽しく素晴らしい卓話をありが

とう。大連、行ってみたいです。 

 井上 旭会員  27 日の合同例会と先週の IM は体調不良のためお休み致しました。 

久々のホーム例会で楽しみです。田畑さん、創業 30 年おめでとうございます。重ね

て八木会長の誕生日（51 回目）おめでとうございます。最後になりましたが、山口

さんチョコありがとう。 

山﨑和彦会員  雪はいいですね。立春が過ぎたのに新年会や総会等の準備で飲み会はあいかわらず忙

しいです。今年の冬は雨が少なく、私のまわりにもインフルエンザにかかっている人

が多くなりました。カゼには注意しましょう。 

小山里枝会員  松本さん、楽しくためになる話もまじえて、ありがとうございました。先日の IM お

疲れさまでした。きょうは思いがけず具さんに会えて嬉しかったで～す♡ 山口さん、

チョコレートありがとうございます♡ お天気が気になります。ノーマルタイヤなの

で。15 日の新会員の集い、井上さん、松本さん、よろしくお願いいたします。皆さ

ん、風邪ひかないように気をつけてすごしましょう。 

吉野賢治会員  雪の天候が心配ですね！所用の為早退します。山口さん、チョコ有り難うございます。 

沼崎善充会員  インフルエンザに注意しましょう!! 今日現在何ひとつ良い事がありませんが、水野

君が横に居て～こわいのでスマイルします。そうだ火曜日に安室のコンサートに行っ

てきました。63 才にはつらい時間でした。前から 10 列目で近すぎた。終り～ 

小川洋一会員  先日の IM ご苦労さまでした。まだまだ寒い日が続きます。健康には十分留意して下

さい。 

佐藤祐一郎会員 IM へ参加した皆様、おつかれ様でした。結局、橋本東横インに泊まってしまいまし

た。インド行って来ました。高額紙幣が使用できなくなり 5,000 円分が紙くずになり

ました。最後になりますが、金井元会員のご冥福をお祈りいたします。 

水野 茂会員  先日の IM 出席者ご苦労様でした。2 次会の後の記憶が余りありません。佐藤さん、

その後どうなりましたか？ 松本さん、卓話ごくろう様でした。 

杉本信一会員  沖縄の泡盛おいしかったです。飲み屋に多額のスマイルをしてきました。沼崎さん、

田畑さんにもありがとうございました。クラブのスマイルは水野さんよろしく。 

 水野 茂会員  今日は雪なのでスマイルします。八木会長の話ためになりました。自分もおしどりの

オスになりたい。山口さん、チョコありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
 

 平成 20 年の 1 月 1 日に独立しまして、10 軒

ほどお客さんがついて来てくれましたが、それだ

けでは生活できず、最初は大変でした。 

でも順調にお客さんも増えて、やっと安定して

きまして最近、慢心というかぬるま湯にどっぷり

浸かっている状態だったので、自分を変えたいと

いう気持ちもあり、ロータリークラブに入会しま

した。 

また日本政策金融公庫から 3 千万円の借入を

して事務所を購入しまして、もう後戻りできない

状態ですので仕事を頑張っていこうと思ってい

ます。 

従業員は 4 人おりますが男性の従業員が１人

もいないので、これからの課題は若い男の人を雇

って、次の時代の会計士を育てていくことで 

その実現に向かって頑張りたいと思います。 

 平成 29年度の税制改正について少しお話し

ます。まず、配偶者控除ですが、所得金額が

1,000 万円を超えると配偶者控除の適用はで

きなくなります。1,000 万円を超えてない人は

配偶者の収入が 150万までなら、38万円の控

除を使えます 

 配偶者特別控除というのがありますが、今ま

で 150 万円位でしたが、200 万円に上がりま

す。奥さんをどんどん働かせるという流れにな

ってきています。 

 それと、会社の株の相続には高い相続税がか

かっていましたが、後継者に株を引き継いだ場

合は相続税に猶予されるようです。 


