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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　43名　　欠席者数　15名
出席率　76.79％　　前々回訂正　83.33％　　　　
欠席者　相原，原田，樋口，日笠（常），加戸，金子，菊井，家守，小橋，南葉，竹本，槌田，氏房，
　　　（平野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
4月6日の住友林業戦において4番打者
でありながら、まったく打てなかったので
スマイルします。広報と勧誘が目的なの
で打率とか得点は関係ありませんが、今
年は2戦2勝です。応援よろしくお願いし
ます。
イニシエーションスピーチ無事終わりまし
た。ご清聴ありがとうございました。

結婚記念日のお祝いのお花ありがとう
ございました。

一昨日の献血ボランティアに参加して頂
いた会員の皆様、ご苦労様でした。残
念ながら私は献血ができませんでした
が、来年はできると思います。

4月9日土曜日に行いました献血ボラン
ティアに参加して頂いた皆様、お疲れ様
でした。街頭での告知、ティッシュ2000
セットを配布しました。また、献血をしてく
ださった方々、皆様の貴重な血液が大
切に使われると思います。
先日の献血ボランティア、槌田委員長お
疲れ様でございました。献血しまして体
がスッキリしました。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　一昨日行われた献血ボランティアに参加された会員の皆様、ご苦労様でした。私も生まれて
初めて献血を行おうとしたのですが、２月に２５周年記念事業でタイへ行っていたため、帰国後
１年間は献血できないと却下されました。来年も献血ボランティアを行うようでしたら、今度は献
血したいと思います。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ロータリーの友4月号を配付しております。
② 他クラブ週報を回覧致します。
③ 原会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー認定の襟ピンが届いております。
④ 25周年実行委員会の委員長、副委員長の方々は、4月18日までに各委員会の予算を事務
局までご提出ください。
⑤ 本日例会終了後13時30分より、3F「エメラルドの間」において、第5回被選理事役員会が開催されますので、
次年度理事・役員の皆様はご出席ください。

マルチプル・ポール・ハリス・フェローの認定
　原　全伸会員がマルチプル・ポール・ハリス・
フェローに認定され、襟ピンを授与しました。

外 部 卓 話 
「社会保障と税の一体改革について」 　中国財務局　岡山財務事務所 　総務課長  吉井 正幸　様

　中国財務局岡山事務所　総務課長吉井正幸様による社会保障と税の一体改革についての外部卓話がありました。
　｢社会保障と税の一体改革｣は、社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで、誰もが安心して利用出来るように
するための改革です。消費税率の引上げによる増収分を全て社会保障に充て、お年寄りも、子供も、現役世代も、将来世代も、みん
なが安心して生活出来る活気ある社会の流れをつくるものです。
　改革の背景には、少子高齢化という社会情勢の変化があります。社会保障は、医療、介護、年金、子育てなどにかかる費用の負
担をみんなで分かち合い、支え合う制度です。この制度の前提となる社会情勢は、現在の社会保障制度がつくられた1970年代と
は大きく変わってきています。
　現在の日本では急速な高齢化と少子化が同時に進んでいます。子供が少なくなり、高齢者が増加するということは、世の中の経
済を支える現役世代（生産年齢人口）の割合が減少するということです。
　少子高齢化に伴い、年金や医療、介護などの社会保障費用は、毎年急激に増加しており、現在では国・地方の財政の大きな部
分を占めています。その一方で、経済の成熟化によって、かつてのような高い経済成長率が望めなくなったことから、税収は歳出に
対して大幅に不足しており、現在では国の歳入の約4割を国債の発行に頼るという厳しい状況になっています。社会保障にかかる
費用が急激に増加する中で、社会保険料収入は横ばいで推移しており、税金と借金でまかなう部分が毎年増加しています。
　社会保障と税の一体改革においては、消費税率の引上げによる増収分を、すべて社会保障の財源に充てます。このようにして
安定財源を確保することで、社会保障の充実・安定と、将来世代への負担の先送りの軽減を同時に実現します。消費税率の引上
げによる増収分を活用して、基礎年金国庫負担割合2分の1の恒久化や、将来世代への負担の先送りの軽減を図るとともに、社会
保障制度の充実を図るのです。こうした取り組みは、社会保障制度の持続可能性を高めることにつながります。
　今回の改革により、消費税が新たに少子化対策の財源として活用されています。支援の量を拡充し、必要とする全ての家庭が
利用出来る支援を目指して、子育て世帯のニーズに応じた多様な支援を用意するとともに、平成29年度末までに新たに約40万人
分の保育の受け皿を確保します。
　また、子供たちがより豊かに育っていける支援を目指して幼稚園や保育所、認定こども園等の職員配置の改善を進めるとともに、
幼稚園や保育所、認定こども園等の職員の処遇を改善します。
　次に、必要な時に、必要な医療・介護サービスを受けられる社会になるように、出来るだけ早く社会復帰、在宅復帰が出来るよう
に、効率的で質の高い医療を提供するとともに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、医療・介護・介護予防・住ま
い・生活支援を包括的に確保します。
　さらに、社会経済情勢に対応したセーフティネット機能を強化し、長期的な持続可能性を強固にするために、年金制度の充実を
図ります。遺族基礎年金の支給対象を父子家庭へ拡大、低所得の老齢・障害・遺族基礎年金の受給者に給付金を支給、受給資
格期間を25年から10年に短縮し、より多くの人を年金受給に結び付ける、といった充実が図られています。
　
第４回創立25周年実行委員会議事録 
日時　平成28年3月28日㈪13：30～　　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
出席者　堀川辰也　横山俊彦　　鴨井利典　入江直人 　藤岡　温　　樋口芳紀　川西熊雄
　　　　大饗よし江　西岡貞則　小松忠男　 笠原英司
審議事項　各実行委員会について
■総務委員会
式典のタイムスケジュールは概ね完了　案内状は作成済、発送済　式典プログラム、来賓リボン、当日の受付は「式

第10回理事、役員会議事録
日時　平成28年４月４日㈪13：35～14：00
場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
１．開　会 会　　　長　堀川　辰也
２．出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　　堀川辰也　平松  信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘　西岡貞則　氏房信明　槌田道弘　
　　大饗よし江　小菅英司　川本洋　西山隆三郎　岡本和夫　　
３．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
４．審議事項
① 4月～6月のプログラムについて　…原案通り承認。
② 家族旅行について　…Ａ案にて承認。
　（観覧座席位置により、参加者の一部負担をお願いする。また、座席位置希望は後日参加者に問う。）
５．報告事項
①スマイルについて　…３月末現在で＠752,000円（目標額＠130万円）今後、スマイルを利用しやすいよ
う用紙に項目等を記載し、簡略するなどの意見があった。尚、以後の例会時、スマイルの趣旨と利用目的
をＳ.Ａ.Ａ.より発表し、現在の状態を報告する。
６．閉　会 副　会　長　平松　　信
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前回４月11日の例会記録前回４月11日の例会記録前回４月11日の例会記録前回４月11日の例会記録

・6日の野球で4打数3三振だったので次
週がんばります。
・4月8日に長男が中学に入学しました。こ
れから6年間、学業にがんばってもらい
たいです。
・小松原様、4月から青江にてお世話に
なります。
皆様方に本日、簡単にスマイルの用途
について説明をいたします。スマイルよ
ろしくお願いします。

・野球で活躍できたのでスマイルします。
・子どもが2人とも学級委員長になったの
でスマイルします。
・先週から大学院の客員教授としての
講義が始まりました。年間30講義がん
ばります。
結婚記念日の花束ありがとうございま
した。

先週の土曜日、鴨井さん、小松さん、樋
口さん、お世話になりました。無事終えて
ホッとしています。

本日二人目の孫が中学に入学しました。
兄の方は、はるか彼方のニュージーラン
ドで中学生活を送っています。あっとい
う間に言い負かされる年令になってしま
いました。
12件　38,000円（累計　812,000円）
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欠席者　相原，原田，樋口，日笠（常），加戸，金子，菊井，家守，小橋，南葉，竹本，槌田，氏房，
　　　（平野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
4月6日の住友林業戦において4番打者
でありながら、まったく打てなかったので
スマイルします。広報と勧誘が目的なの
で打率とか得点は関係ありませんが、今
年は2戦2勝です。応援よろしくお願いし
ます。
イニシエーションスピーチ無事終わりまし
た。ご清聴ありがとうございました。

結婚記念日のお祝いのお花ありがとう
ございました。

一昨日の献血ボランティアに参加して頂
いた会員の皆様、ご苦労様でした。残
念ながら私は献血ができませんでした
が、来年はできると思います。

4月9日土曜日に行いました献血ボラン
ティアに参加して頂いた皆様、お疲れ様
でした。街頭での告知、ティッシュ2000
セットを配布しました。また、献血をしてく
ださった方々、皆様の貴重な血液が大
切に使われると思います。
先日の献血ボランティア、槌田委員長お
疲れ様でございました。献血しまして体
がスッキリしました。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　一昨日行われた献血ボランティアに参加された会員の皆様、ご苦労様でした。私も生まれて
初めて献血を行おうとしたのですが、２月に２５周年記念事業でタイへ行っていたため、帰国後
１年間は献血できないと却下されました。来年も献血ボランティアを行うようでしたら、今度は献
血したいと思います。

典担当」と重複するため、総務でとりまとめる。なお、人員配置は両委員会から選出。３月末で出欠の確認ができると
思われる。式典において挨拶をして頂く来賓の方 に々連絡を行う。
■式典担当委員会
来賓の控室（別室）は設けない。1階の喫茶等を予約し接待を行う。来賓4名に当クラブから担当者を選任。物故会
員（市川俊介氏）の紹介についてスライド等は省略する。記念事業発表は趣旨を実行委員長が発表し、PPにて事
業の内容を発表し、原田氏に感謝状を代読して頂く。式典において挨拶をして頂く来賓の方 に々連絡を行う。
■祝宴担当委員会
祝宴のタイムスケジュールを作成する。挨拶をして頂く来賓の方々には事前に連絡を行う。食事はテーブルビュッ
フェとし、事前に試食を行う。原田氏に記念事業の目的と成果について10～15分程度スピーチをしていただく。なお、
内容については、事前に打ち合わせをしておく必要がある。松本前ガバナーの挨拶について、検討を行う。食事時
にタイでの贈呈式の模様をスライド・ビデオで上映する。
■友好担当委員会
京都朱雀RCの接待を行う。祝宴終了後、ホテルグランヴィア岡山19階「リーダーズ」にて懇親会を行う。当クラブ側
の出席者を決めておく。
■記録、記念誌委員会
記念誌の作成は行わない。式典、祝宴はスナップ写真で対応する。集合写真は式典終了後、会場上部コントロール
ルームより撮影。写真は外部へ依頼（クリスマス夜間例会で依頼しているカメラマンを予定）。
■記念事業委員会　　式典、祝宴でのPPの作成　説明は幹事が行う。
■記念品準備委員会　　現在、竹本委員長が選定し、準備中。
■その他
25周年にあたり、今まで北西RCが行った主だった事業をパネルにし、会場前に展示する（記念事業委員会に依
頼）最初のお出迎え、祝宴後のお見送りをする会員、配偶者を決める必要がある（相当の人数が必要。総務委員
会に決定を依頼）
■次回委員会  4月18日　13：30～　　次回委員会までに、各委員会で詳細を詰める必要がある。
親睦活動委員会報告 親睦活動委員長　小　菅　英　司
　先日の理事会で、宝塚で観劇を行う家族旅行について話し合いがありました。今回の家族旅行
は60名の参加があり、バス2台を手配することなり予算面で厳しくなりました。チケットはS席を27席、B
席を33席ご用意するのですが、S席はB席より4,800円高く、S席にて観劇される方に負担して頂くこ
ととなりました。また、S席のどの場所になるかはチケットを取ってみないと分からないので、その前に
家族旅行についてのご案内を再度お送りすることとなりました。ご希望をご回答下さい。
　6月12日㈰の7時30分出発となっておりますので、ご参加よろしくお願いします。
野球同好会報告 野球同好会　幹事　日　笠　伸　之
　4月6日㈬19時より、奥市野球場にて住友林業さんと試合を行い、13対8で勝利しました。当日は欠
席の方もいて、西岡会員の息子さんにもご参加頂きました。序盤から点を取られ苦しい展開でした
が、5、6、7回と打線が爆発し、終盤で逆転しました。住友林業さんとはこれで、1勝1敗1分の五分と
なり、年内に決着をつけようと言うことになりました。野球同好会は年間10試合を予定しておりますが、
次回は調整中です。会員の皆様のお知り合いで野球をしている方がいらっしゃいましたら、お知らせ下さい。
ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　4月16日㈯・17日㈰にグランディ鳴門ゴルフクラブにて開催のゴルフコンペにつきまし
て、最終的な料金と組み合わせ表をお知らせしております。ご確認下さい。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ロータリーの友4月号を配付しております。
② 他クラブ週報を回覧致します。
③ 原会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー認定の襟ピンが届いております。
④ 25周年実行委員会の委員長、副委員長の方々は、4月18日までに各委員会の予算を事務
局までご提出ください。
⑤ 本日例会終了後13時30分より、3F「エメラルドの間」において、第5回被選理事役員会が開催されますので、
次年度理事・役員の皆様はご出席ください。

マルチプル・ポール・ハリス・フェローの認定
　原　全伸会員がマルチプル・ポール・ハリス・
フェローに認定され、襟ピンを授与しました。

外 部 卓 話 
「社会保障と税の一体改革について」 　中国財務局　岡山財務事務所 　総務課長  吉井 正幸　様

　中国財務局岡山事務所　総務課長吉井正幸様による社会保障と税の一体改革についての外部卓話がありました。
　｢社会保障と税の一体改革｣は、社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで、誰もが安心して利用出来るように
するための改革です。消費税率の引上げによる増収分を全て社会保障に充て、お年寄りも、子供も、現役世代も、将来世代も、みん
なが安心して生活出来る活気ある社会の流れをつくるものです。
　改革の背景には、少子高齢化という社会情勢の変化があります。社会保障は、医療、介護、年金、子育てなどにかかる費用の負
担をみんなで分かち合い、支え合う制度です。この制度の前提となる社会情勢は、現在の社会保障制度がつくられた1970年代と
は大きく変わってきています。
　現在の日本では急速な高齢化と少子化が同時に進んでいます。子供が少なくなり、高齢者が増加するということは、世の中の経
済を支える現役世代（生産年齢人口）の割合が減少するということです。
　少子高齢化に伴い、年金や医療、介護などの社会保障費用は、毎年急激に増加しており、現在では国・地方の財政の大きな部
分を占めています。その一方で、経済の成熟化によって、かつてのような高い経済成長率が望めなくなったことから、税収は歳出に
対して大幅に不足しており、現在では国の歳入の約4割を国債の発行に頼るという厳しい状況になっています。社会保障にかかる
費用が急激に増加する中で、社会保険料収入は横ばいで推移しており、税金と借金でまかなう部分が毎年増加しています。
　社会保障と税の一体改革においては、消費税率の引上げによる増収分を、すべて社会保障の財源に充てます。このようにして
安定財源を確保することで、社会保障の充実・安定と、将来世代への負担の先送りの軽減を同時に実現します。消費税率の引上
げによる増収分を活用して、基礎年金国庫負担割合2分の1の恒久化や、将来世代への負担の先送りの軽減を図るとともに、社会
保障制度の充実を図るのです。こうした取り組みは、社会保障制度の持続可能性を高めることにつながります。
　今回の改革により、消費税が新たに少子化対策の財源として活用されています。支援の量を拡充し、必要とする全ての家庭が
利用出来る支援を目指して、子育て世帯のニーズに応じた多様な支援を用意するとともに、平成29年度末までに新たに約40万人
分の保育の受け皿を確保します。
　また、子供たちがより豊かに育っていける支援を目指して幼稚園や保育所、認定こども園等の職員配置の改善を進めるとともに、
幼稚園や保育所、認定こども園等の職員の処遇を改善します。
　次に、必要な時に、必要な医療・介護サービスを受けられる社会になるように、出来るだけ早く社会復帰、在宅復帰が出来るよう
に、効率的で質の高い医療を提供するとともに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、医療・介護・介護予防・住ま
い・生活支援を包括的に確保します。
　さらに、社会経済情勢に対応したセーフティネット機能を強化し、長期的な持続可能性を強固にするために、年金制度の充実を
図ります。遺族基礎年金の支給対象を父子家庭へ拡大、低所得の老齢・障害・遺族基礎年金の受給者に給付金を支給、受給資
格期間を25年から10年に短縮し、より多くの人を年金受給に結び付ける、といった充実が図られています。
　
第４回創立25周年実行委員会議事録 
日時　平成28年3月28日㈪13：30～　　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
出席者　堀川辰也　横山俊彦　　鴨井利典　入江直人 　藤岡　温　　樋口芳紀　川西熊雄
　　　　大饗よし江　西岡貞則　小松忠男　 笠原英司
審議事項　各実行委員会について
■総務委員会
式典のタイムスケジュールは概ね完了　案内状は作成済、発送済　式典プログラム、来賓リボン、当日の受付は「式

第10回理事、役員会議事録
日時　平成28年４月４日㈪13：35～14：00
場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
１．開　会 会　　　長　堀川　辰也
２．出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　　堀川辰也　平松  信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘　西岡貞則　氏房信明　槌田道弘　
　　大饗よし江　小菅英司　川本洋　西山隆三郎　岡本和夫　　
３．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
４．審議事項
① 4月～6月のプログラムについて　…原案通り承認。
② 家族旅行について　…Ａ案にて承認。
　（観覧座席位置により、参加者の一部負担をお願いする。また、座席位置希望は後日参加者に問う。）
５．報告事項
①スマイルについて　…３月末現在で＠752,000円（目標額＠130万円）今後、スマイルを利用しやすいよ
う用紙に項目等を記載し、簡略するなどの意見があった。尚、以後の例会時、スマイルの趣旨と利用目的
をＳ.Ａ.Ａ.より発表し、現在の状態を報告する。
６．閉　会 副　会　長　平松　　信

－３－

本日のメニュー（４月18日）
蓋物　金目鯛の煮付け（小蕪　筍　青身　生姜　木の芽）
小皿　牛蒡天炙り　生姜醤油　　　小鉢　帆立、菜の花辛子和え　菊花
御飯　白御飯（岡山県産こしひかり）　　　　　赤出汁　三種　　　　　香物　三種

次回のメニュー（４月25日（ヘルシー和食））
丼物　変わり御飯とサーモンの親子丼（笹牛蒡、榎木茸）いくら　錦糸玉子　つくね芋　胡瓜、ミニトマト
　　　ホワイトアスパラ　大葉、山葵　煎り胡麻　県産昔醤油
小鉢　浅利、菜の花蕗味噌和え　菊花　　
温物　小田蒸し　赤米うどん（百合根、椎茸、銀杏、振り柚子、銀餡掛け）　　赤出汁  三種　　香物  三種

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣
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