
第２３４７回例会報告議事録
日時　２６年７月２２日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	我孫子市役所
	 環境経済部　商業観光課
	 滝川様	

・例会変更のお知らせ
	 柏西ＲＣ	 ８月８日（金）夜間移動例会
	 	 　納涼会１９時〜柏高島屋屋上ビアガーデン
　	 ８月１５日（金）休会
	 柏ＲＣ	 ７月３０日（水）・８月１３日（水）休会
	 	 ８月２０日（水）夜間移動例会　１８：３０点鐘　オークビレッジ柏の葉
	 松戸西ＲＣ	 ７月３０日（水）・８月１３日（水）休会
	 松戸中央ＲＣ	７月２４日（木）夜間移動例会
	 	 １８：３０点鐘　金太楼鮨　ときわ平店
	 	 ８月１４日（木）休会
・柏南ＲＣ、柏西ＲＣより活動計画書受理

服部幹事幹事報告

　収入の予算は７,７７０,０００円、実績は９,４６７,１８２円となり、差異が
１,６９７,１８２円でした。
　支出の予算は７,６０６,４１０円、実績が９,５６４,９７６円となり、差異が
１,９５８,５６６円でした。
　収支差額が予算が１６３,５９０円、実績がー９７,７９４円でした。差異が−
２６１,３８４円でした。

　特別会計の繰り入れは予算は１６３,５９０円あったのですが、実績は使いすぎまして残す事がで
きませんでした。大変申し訳ございません。
　前期繰越金額の予算が２３,５０９円で実績も同じく２３,５０９円でしたが、次期繰越金が予算が
２３,５０９円で実績はー７４,２８５円でした。
　理由としましては、パソコンを買い替えたのと、食事で鰻を３回食べたりで使いすぎました。
　星野会員の監査報告が添付されていますので、ご覧ください。
　一年間ありがとうございました。

米田前会長２０13−２０14 年度決算報告

お名前 メッセージ 金　額

井上会員 来週欠席します。８３名の子どもたちを４泊５日で山形へキャ
ンプにつれていきます。未だにガキ大将をやっています。 １,０００円　

上村文明会長 ユッタリ温泉三昧でした。 １,０００円　
佐藤会員 梅雨明け、これからが大変！！ １,０００円　
塩毛会員 大会で１位になりました。 １,０００円　
鈴木会員 大浅間ＧＣシュア選手権２位でした。 １,０００円　

村越会員 商工会専務理事の立場です。花火大会、協賛を頂きあり
がとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ６,０００円　
今期累計 ６７０００円　

ニコニコＢＯＸ

瀧日会員より
　残念ながらマイナスということで特別会計への繰り越しはできませんでした。
　今までは親睦会等の場合、収入と支出をネット（差し引き）で計上していたので
すが、それですと、臨時会費をいくら集めてどう使ったかがわからないので、今年度
の決算は両だてで表示をしました。集めた会費は収入として、費用は費用として計
上しています。

　例えば親睦で、３８万の予算に対して１,７１６,０００円の支出になっていますが、注を見ていただ
くと臨時会費として１,４０５,０００円とありますので予算を使いすぎたわけではありません。今期の
予算から収入は収入、支出は支出で予算を組めば、こういうマイナスにはなりません。次期の会計
は、収入は収入、支出は支出で予算を組んで頂きたいと思います。
　それほど無駄なことをやったわけではありませんが、最終的には収入を支出が上回りー
９７,７９４円でした。予定外のところは、パソコンがだめになり、１５７,５００円のパソコンを買い、ト
ナーを買い、備品等がかなりオーバーしました。
　次のページに注としてかなり細かく明細を書いてありますのでご覧になってください。
　東日本に対する寄付を集めて市役所の方に提供したのですが、閉め切った後に寄付をしてくださ
った方がいらして、前々期の収入で前期に預かり金として２２万残っていたのですが、前回の理事会
で特別勘定に繰り入れようと言うことになりました。
　パソコンを買って一回で計上した為に今回赤字決算になったと思うのですが、これを企業会計の
ように３年、５年で計上しようとすると、収支計算書とは別に費用収支計算書というものを別途作
り、２本立ての会計をしなければなりません。この程度の規模ではそこまでやる意味があまりないと
思うのでしませんでした。財産目録をつければよいと思いますので、次回から財産目録を作ってほし
いと思います。
　５０周年のために節約をしないといけないのですが、予算案が出ていますので、それをよく見て、
どこを節約するべきか検討して頂きたいと思います。
　米山のカウンセラー費用として本部から４万円が来るようになっていて、カウンセラー費用に当て
ているクラブもありますが、我孫子のカウンセラーは全部自費でやっています。前年度、石巻に行っ
た時にバトヤさんの為にその４万の一部を使いました。本部からの４万円はカウンセラーに対する
補助として、そのままカウンセラーに渡してもよいと思います。実際にはそれ以上のお金がかかって
いると思います。皆さんで議論していただいてよいと思います。　　　　　　

上村文明会長より
　２０１３ー２０１４年度決算は拍手によって承認されました。米田前会長、ご苦労さまでした。
　２０１４ー２０１５年度予算についてご説明いたします。

２０13−２０14 年度決算報告について

クラブ協議会

（次ページへ続く）

１１月１日・２日に手賀沼で開催される、ジャパンバードフェスティバル2014の協賛の
お願いが、我孫子市役所の滝川様よりありました。

我孫子市役所　滝川様ジャパンバードフェスティバル協賛のお願い

録音機器の不具合により、例会時の録音ができませんでした。

１９名出席（全員で２６名）　出席率７６.１％
依田委員長出席報告
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

湖北駅から歩いて2分の場所にある蕎麦・うどん屋さんです。座敷の座卓席もあるので、小さなお子さんがいても安
心してゆっくり食べられます。
カレーうどん、天せいろがお薦めです。

今週の表紙「古木庵 タニヤ」我孫子市湖北台1丁目16番地3号

古木庵 タニヤ とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　現メンバーは２６名ですので、２６名×２４万で６２４万。２名の増加ということで、増加の場合２
分の１なので１２万×２名で年会費として計６４８万円。プラス入会金５万×２名で１０万円です。
　ニコニコボックス等につきましては期待値です。
　財団の特別寄付、米山の普通寄付は人数分プラス皆さんにご寄付いただきたいのが２０万で
す。
　臨時会費１９０万円につきましては、さきほどご指摘の通り臨時会費として家族集会、旅行等の参
加の方から頂く金額です。各種負担金４２万円は夜間例会等で参加者から徴収する金額です。例
会費の食事費は平均１,５００円×２６人×４０回で１,５６０,０００円です。ビジターフィー等が５万円
です。受取利息は３００円。
　収入の総額は９,６７６,０１５円。
　支出は各分担金があります。地区関係が１,１２７,０００円。ＲＩが１３３,０００円。ガバナー補佐
支援金５０,０００円。役員会、クラブ協議会等で４,０００円。マークワンさんへの会場費２９０,０００
円。事務局員給与は申し訳ございませんが据え置きで１４ヶ月。印刷費は活動計画書、名刺、年賀状
等で支払う金額です。合計がクラブ運営費として５,５８５,０００円。
　クラブ活動費のプログラムにつきましては卓話者へのお礼が一回２万円×３回。会員増強・退会
防止に１万円。会員研修・家庭集会・研修リーダーで合計８５,０００円。社会奉仕のロータリーデー
でとりあえず３０万円計上しました。環境地域開発、青少年等に５,０００円、１万円。ロータリー情報
は５万円。バードフェスティバルにはニコニコボックス５０万円から１２万円当てる予定です。国際奉
仕関係で４１９,０００円。その他としてクラブ会報、雑誌に９０万円。賃借料６万円に関しては湯下会
員の所に預かって頂いていた道具等を今、丸田会員の所に保管して頂いています。５０周年記念事
業委員会に３万円。
　以上クラブ活動費として３,９９４,０００円、合計が９,５７９,０００円で、次期繰越が９７,０１５円
で、特別会計に繰り入れる金額はありません。
　会員数が２６名というのは活動資金が出て来ない人数です。クラブ運営費の固定費として
６,５４５,０００円が出て行きます。７００万円から６,５４５,０００円を引くと、活動費に４５５,０００円
しか回せないことになります。我が我孫子ロータリークラブでは各行事をやると参加者からお金を
徴収してまかなっている状況です。あと１０人も増えればかなり活動費に回せるので、会員を増やさ
なければいけないという結論になります。ほとんどの親睦活動は自費になります。
　会長幹事会が交際費から出ていますが、理事役員会費に種目を組み替えます。
　一番節約できるのは食事費だと思いますが、色々意見がありまして、ロータリアンたるものお昼が
粗末でいいのかという意見もあります。粗食デー、飽食デーがあってもいいかもしれません。
　パソコン等、リース方式にする方法もあると思います。
　組織ですが、何回も変わって申し訳ありません。今日お配りしたのが最終案です。５０周年記念事
業実行委員会ですが、小池会員と村越会員にお手伝いしていただかないとうまく進まないのではな
いかという事で今日お願いをさせて頂きました。よろしくお願い致します。


