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第1 368回例会芸T32687篭誌壬32g2'9ki (荒ぶwo36号)

第1369回

2016年4月12日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢工業デザインと私の仕事｣

株式会社　賀風デザイン

代表取締役　古賀治風様

第1370回

2016年4月17日(日)

点　鐘18:00

場　所　茨城県　五浦観光ホテル

ソング

｢復興支援親睦旅行例会｣

地区テ-マ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1368回･2016年4月5日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー　宮坂秀樹会員

ロータリーの目的･四つのテスト

飯田晃生会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　町田信行会長

幹事報告　上野拓也幹事

ご挨拶　さいたま中央RC会長松本輝夫様
〝　　　　幹事井山一男様

チャリティゴルフ実行委員長三浦豊代様

委員会報告
中川泰次郎親睦活動担当委員長
中村元徳ロータリー財団担当委員長
園谷昭吾米山記念奨学担当委員長
清水敏夫次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫出席担当委員長

卓話者紹介　大熊勝巳クラブ広報委員長

卓　話｢経営革新等認定支援機関について｣

北野FP税務会計事務所税理士北野正彦様

点　　鐘13:30　町田信行会長



ナしき一彦_

四月に入り､桜も満開となりました｡お花見を楽

しまれた方も多いのではと思います｡良い季節を迎

えました｡

先週､ ｢-の家｣での親睦夜間例会には大勢の皆

様にご参加をいただき､格式のある料亭で例会をさ

せていただきました｡クラブ運営管理委員会､中川

親睦担当委員長ありがとうございました｡

本日は､さいたま中央RC松本会長､井山幹事､三

浦チャリティゴルフ実行委員長が､ 50周年のお礼に

お見えになっております｡ご多忙のところありがと

うございます｡

私は､式典､ゴルフ､コンサートと全部参加致し

ました｡コンサートの行われました芸術劇場は初め

て行きましたが音響も素晴らしく家内と一緒に感動

しました｡式典はラフレさいたまで厳粛に行われま

した｡ 50年のクラブの重みを感じました｡我がクラ

ブも次年度30周年を迎えますが､大変参考になりま

した｡創立50周年おめでとうございました｡

先月は､ 2回目の米山月間でした｡固谷昭吾米山

記念奨学担当委員長､そして､中村元徳財団担当委

員長のご尽力で目標額を達成しております｡感謝申

し上げます｡

今日の卓話､北野FP税務会計事務所北野正彦様ご

指導よろしくお願い致します｡

どうぞ例会をお楽しみ下さい｡

ROTARYcLUB Eさいたま中央RC

l会長　松本輝夫様

呈幹事井山一男様
2チャリティゴルフ
'実行委員長三浦豊代様

さいたま中央ロータリークラブは､与野ロータリ
ークラブとして発足しましたが､新都心の街開きに

ともないさいたま中央RCに名称変更致しました｡

この度､創立50周年を迎え記念式典を開催致しま

した｡北東クラブの皆様には大変お世話になりました｡

盛況のうちに終了することができました｡お礼申し
上げます｡北東クラブの創立30周年が盛大に迎えら

れることを祈念しております｡
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フレゼントになろう

□4月のロータリーレートは､ 1ドル-116円です｡

□さいたま中央RC松本会長､井山幹事､三浦ゴルフ

実行委員長ようこそおいで下さいました｡ 50周年記

念事業が大盛況のうちに終了しました｡後ほどご挨

拶をいただきます｡

斉藤忠治カウンセラー

クラブ運営管理委員会
中川泰次郎親睦担当委員長

ロ先週の親睦夜間例会には､大勢の皆様にご参加頂
きありがとうございました｡

□4/17 ･ 18日に旅行例会を開催しますが､現在25名

の方が参加されます｡直行の方は､ 2万円､バスで

行かれる方は2万5千円です｡
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ロ財団寄付にご協力頂きましてありがとうございます｡

前年以上のご寄付を頂き､ 1,382,326円になりました｡

べネファクター町田会長､大口寄付3名の方から頂

いております｡

国際奉仕プロジェクト委員会
中村元徳米山記念奨学担当委員長

□今年度の米山寄付は､ 42名の方から頂きました｡
一般寄付237,500円､特別寄付1,270,000円､合計

1,507,000円になり､目標を達成しております｡ご協

力ありがとうございました｡
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認定経営革新等支援機閑について(要旨)
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国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業
を創出するため､認定支援機関等と連携して､革新的な設
備投資やサービス･試作品の開発を行う中小企業を支援し
ます｡

【第一次公募募集期間】
平成27年2月13日-5月8日

(お問合せ先:各都道府県の中小企業団体中央会)

http.//www chuokai.or.jp/josei/26mh/koubo201 502 1

3.html

認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し､中小
企業･小規模事業者が認定支援機関に対し負担する
経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び
フォローアップ費用の総額について､経営改善支援セ
ンターが､ 3分の2(事業者の希望等に応じ十数万円
から上限200万円まで)を負担するものです｡

(お聞合せ先:各都道府県の経営改善支援センター)

http'//www.chusho.metl.goJp/kelei/kakushln/ ;

201 3/0308KaizenKeikaku.html <r

経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業
分野の開拓等により市場の創出.開拓を行おうとする
方で､かつ事業者自ら事業計画の策定を行い､認定
支援機関による指導及び助言を受けている方が､当
該事業計画の実施のために必要とする設備資金及び
運転資金を対象とした融資制度です｡

(お問合せ先:日本政策金融公庫)

https://www.jfc.g o.jp/n/finance/search/64. htmf E

商業･サービス業等の事業者が､店舗魅力の向上や
事務の効率化など経営改善に資する設備投資を行っ
た場合に､税制措置を受けることが可能｡適用を受け
るためには､認定支援機関等の支援機関から､経営
改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにす
る書類の交付を受ける必要があります｡

(お問合せ先:中小企業庁　財務課)

http://ww.chusho.meti.go jp/zaimu/zelSei/
201 3/0401 ZeISeiKaisei him

Be a gift tothe world

平成28年3月29日(火)点鐘18:00

大宮　料亭-の家
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横田　元会長エレクト

□次年度理事･役員構成に変更がありました｡配布

致しましたのでご確認下さい｡皆様のご協力をお願
い致します｡

□次年度理事予定者会議を4/12(火)10:30より当ホテ

ル3F ｢常盤｣にて開催致します｡また､例会終了後

次年度委員長セミナーを開催します｡渡蓮和良バス
トガバナーの基調講話があります｡関係各位のご出

席をお願い致しますo

□4/19(火)､地区研修･協議会が越谷コミニュティ

センター及び越谷中央市民会館で開催されます｡



さいたま中央RC会長松本輝夫様　50周年事業のチャリテ

ィゴルフ大会､記念コンサート､記念式典と無事終了致
しました｡貴ロータリークラブにおまれましては､大変

お世話になりありがとうございました｡今後とも御指導

宜しくお願いします｡

さいたま中央RC幹事井山一男様　さいたま中央RC幹事の

井山でございます｡ 50周年の記念式典に多数ご参加いた

だき､又､お祝いをいただきありがとうございました｡

本日はお礼に伺いました｡

さいたま中央RCチャリティゴルフ実行委員長三浦豊代様

本日は､ 50周年事業に御参加頂きましたお礼におじゃま

致しました｡ 3月3日のチャリティゴルフの御参加12名

様大変ありがとうございました｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡北野FP税務会計事務所北

野正彦様本日の卓話よろしくお願い致します｡さいたま

中央RC松本会長､井山幹事､三浦チャリティゴルフ実行

委員長ようこそ!!

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡さいたま中央
RC松本会長､井山幹事､三浦チャリティゴルフ実行委員

長ようこそおいで下さいました｡ 50周年おめでとうござ
いました｡次年度は我がクラブの30周年もございます｡

よろしくお願い致します｡北野FP会計事務所北野様よろ

しくお願い致します｡

浅見　定副会長　さいたま中央RC会長松本様､幹事井山様､

チャリティゴルフ実行委員長三浦様ようこそおいで下さ
いました｡北野FP会計事務所北野様､本日の卓話よろし

くお願い致します｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢経営革新等認定支援機関につ

いて｣北野FP税務会計事務所北野正彦様よろしくお願い

致します｡さいたま中央RC会長松本様､幹事井山様､チ

ャリティゴルフ実行委員長三浦様ようこそおいで下さい

ました｡ 50周年記念事業大盛況のうちに修了されました

こと､おめでとうございました｡

星野和央会員　満開の桜､いつまで続くでしょう｡これぞ

まさに桜花欄渡の春ですねネ｡

豊田愛祥会員　さいたま中央松本会長様､ 50周年記念行事

おめでとうございました｡立派な会で感心いたしました｡

当クラブの来期30周年に大いに参考にさせていただきます｡

熊野義治会員　さいたま中央クラブの皆さんようこそ｡天

候不順の毎日です｡体調に気をつけて過ごしております｡

金子　努会員　花は桜木　男は--時代が変わってわか

らなくなった｡

篠原唯史会員　さいたま中央RC松本会長､井山幹事､三浦

チャリティゴルフ実行委員長､本日はご多忙の中ご来場

ありがとうございます｡浦和南高等学校サッカー部より

日本サッカー協会会長に田島幸三氏が就任いたしました｡

うれしいです｡

IIJ.界へのプレゼントになろう

内田康信会員　北野FP税務会計事務所税理士北野正彦様

本日の卓話宜しくお願いします｡さいたま中央RC会長

松本様､幹事井山様､チャリティゴルフ実行委員長三

浦様､先日の50周年では大変お世話になりました｡

斉藤忠治会員　さいたま中央RC松本会長､井山幹事､三

浦チャリティゴルフ実行委員長､ 50周年おめでとうご

ざいました｡北野FP税務会計事務所税理士北野正彦様

本日の卓話宜しくお願いします｡

囲谷昭吾会員　桜の花も満開で本当にきれいですね｡花見､

散策者も子供連れ､高齢者が大勢出ておるようですが｡

何分にも天候が不順で困りますね｡今日の卓話,北野
FP税務会計事務所税理士の北野正彦様よろしくお願い

いたします｡又､さいたま中央ロータリークラブの皆様､

ご多忙の所おいで下さいまして有難うございます｡

吉田律子会員　雨に打たれた桜がまた一段と美しいですネ｡

昨日新聞で驚いた事があります｡それは米国の原子力

空母が南シナ海で中国に対する警戒監視活動を行って
いる事､中国側が､海軍の情報収集艦や複数の軍艦を

配備している事等､南シナ海での中国の軍事拠点化を
ストップしたいが､中国も応じないとの事ですネ｡米

韓の合同軍事演習が日本海で行われ､中､米の軍艦が

集結している､これは大変な事になりそうで､日本国

民としても注目すべきことですネ｡

宮坂秀樹会員　My Rotary登録しました｡ 3月15日では

3名の登録でしたが､今現在何名なのかな｡

鈴木寿和会員　さいたま中央ロータリークラブの皆様､

チャリティゴルフでは大変お世話になりました｡体調

が悪くハーフでギブアップしてロビーで休ませて頂き

ました｡ご迷惑､心配をおかけしました｡脱水状態に

なりかけた時､ポカリスエットを頂き､ありがとうご

ざいました｡

飯田晃生会員　皆様こんにちは｡先日の父の葬儀の際に
は大変お世話になりありがとうございました｡引き続

き宜しくお願い致します｡

清水敏夫会員　高尾山に行って来ました｡ 1週間前です｡

寒くて桜がつぼみでした｡さいたま中央ロータリーク

ラブの皆様ご苦労様です｡

宇津野芳志男会員　今年も桜が見頃になり､見沼の桜も

満開です.先日､奉仕例会で清掃した場所ですので近　′-､

くです｡皆さんも是非一度お出かけ下さい｡

岡崎　渉会員　大学は新学期が始まりました｡ 7月まで

学生との闘いです｡

繰越金1,063,000円　本日69,000円　計1,132,000円
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例会日　毎過火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 ll

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

熊野　義治

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


