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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週の金曜日に

静岡第４グループ

の懇親ゴルフコン

ペがありました。

グループ内の会長

幹事を中心に参加

頂き、楽しい懇親

の場がガバナー補佐事務局の計らいで出来ました。

好天の中、私自身も大変楽しくプレーさせて

頂きました。第 4グループ会長幹事会も残すは

最終の島田で行われる会議だけとなった事を

報告させて頂きます。 

就職をしたばかりの娘に「お父さん、ふるさと

納税について教えて！」と唐突に言われました。

私は一般的な税の仕組みの話をし始めたところ、

「じゃなくて、返礼品の事！」と話を遮られ

ました。先ず、ふるさと納税（ふるさとのうぜい）

とは、日本に於ける寄附金税制の一つ。”納税”

という名称だが制度上の実態は「寄付」であり、

任意の自治体に寄付をして、その寄付金額を

現に居住する地方自治体へ申告することにより

寄付分が控除できる本制度をもって、希望自治体

に事実上の”納税”をするというものであります。

（「ふるさと寄附金」とも呼称される。）ふるさと

納税では原則として自己負担額の 2,000 円を

除いた全額が控除の対象となります。そして、

そのふるさと納税（寄付）の返礼品（御礼）の

魅力が大きく寄付の動機に左右され、一般的に

広くしれわたりました。 

本来ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさと

に貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい

自治体を選ぶことができる制度」として創設

されましたが、返礼品目的という価値のもと、

税収の少ない自治体が品数やポイント等の工夫に 

参入した形が出来上がってしまいました。あまり

にも加熱した返礼品競争で、5月 14日総務省は

6 月から始まる「ふるさと納税」の新制度で、

大阪・泉佐野市、静岡・小山町、和歌山・高野町、

佐賀・みやき町の 4市町を“除外”することを

発表しました。6 月 1 日以降、これらの市町に

寄付をしても税控除の対象にならなくなる様です。

フェイスブックの広告（ターゲティング広告）

にも大阪・泉佐野市のふるさと納税関連のバナー

が毎日の様に出てきます。（恐らく、5月末までの）

少し中を覗いてみましたら、ふるさと納税の

内容や今の課題等を理解する事が出来ました。

そして、泉佐野市がふるさと納税で全国に知名度

がＵＰしたことも解りました。一方で藤枝市は、

ＨＰによると「平成 29 年度は、107,751 件

3,707,043,155 円でした。静岡県内で 1 位、

全国で 10 位となる寄附額をいただくことが

できました。」と掲載されています。藤枝市

（藤枝市長？）はなかなかのやり手と認識しま

した。 

藤枝市へのふるさと納税については、本来の

目的？の如く、サッカー日本代表元キャプテンの

長谷部誠（ブンデスリーガ・アイントラハト・

フランクフルト所属）選手当たりには、しっかり

と納税をして欲しいところです。 

■ 幹 事 報 告          江﨑 晴城君 

・㈱梓書院様より『ポール・ハリスものがたり』

発行のお知らせが届きました。 

■ 出 席 報 告          渡辺 篤司君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

30／43 69.76％ 35／43 81.39％ 
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(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○青島鉄君 ○石間君 ○鈴木邦君 ○鈴木透君 

○平君 ○竹田君 ○増田君 ○松田君 

○松葉隆君 江﨑友君 大杉君 鈴木舜君   

仲田晃君 

(２)メークアップ者  

鈴木 邦昭君（焼津） 平 和則君（榛南） 

■ スマイル B O X         渡辺 篤司君 

・お誕生日のお祝いありがとうございました。

入会してやっと１年が経とうとしています。

これからも皆さんと一緒に頑張りたいと思い

ます。宜しくお願いします。   中田 充君 

・ようやく足の具合がよくなりボウリングも 6G 

（ゲーム）投げれました。できるだけ身体を

動かすことができるようにしたいと思います。 

土屋 富士子君 

スマイル累計額  １１０，０００円 

■ Ｒ Ｌ Ⅰ                        

 

 

RLI･規律グループ 

 グループリーダー 

青島 克郎君 

 

 

RLI・規律グループ卓話              

 

第 1回 2/13 RLI説明 模擬セッションを実施。 

 

第2回 5/22 当初セッションを行う予定でした

が、グループメンバーからもう少し活動内容に

ついて検討した方が良いのではという意見があり、

内容を変更しました。 

パート 1：2 月 3 日に地区の RLI・ディスカッ

シ ョ ン リ ー ダ ー 会 議 に 地 区 デ ィ ス        

カッションリーダー候補として参加された、

村松ガバナー補佐による研修報告。 

 

パート 2：グループメンバー小西啓一君による

RLI についての考えと地区における活動とクラ

ブにおける活動についてのご意見を伺います。 

 

その他：次年度 10月、1月、5月の 3回にわたり

RLI・規律グループの卓話担当となっていますので、

会員各位の意見も聞きながらグループメンバーで

十分検討したうえで、次年度は具体的な活動に

つなげたいと考えています。 

 

 

 

 

 

RLI･規律グループ 

  小西 啓一君 

 

 

 

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会） 

テキスト 

 1 ロータリー・リーダーシップ研究会 

   RLI参加者テキスト 2018-22版 219頁 

 2 ロータリー情報ハンドブック 改訂版 第２版

821頁 

 3 ロータリーの奉仕理念、源流の会 田中毅 

   PDG 50頁 

テキスト 2 

 RLI Rotary Leadership Institute 1992設立 

  抜粋 

 私たちは本当にロータリーを理解し、ロータ

リアンとして活動するためにはクラブの底辺から、

一人一人のロータリアンが自発的に自覚を持った

話し合いをして、本当のロータリーを理解する

ことが基本的な議題だと考える 

 テキスト 2 420頁 

 研修方法 

 研修セミナーへの参加はクラブ会長により

クラブ内の将来の指導者として成長する可能性や

優れた素質を持ったロータリアンや希望者の

中からモチベーションやリーダーシップ向上の

可能性のある人が個別に選ばれ、RLI の研修に

参加します。      テキスト 2 422頁  

 研修方法は講演や講義ではなく、斬新な討論

方法を活用し、参加者による草の根のディス

カッション方式で行われる。テキスト 2 422頁 

 

日程は パートⅠ パートⅡ パートⅢ 卒業

コースの４日間 

カリキュラムは 3つの大きな「スパイラル」の

柱で構成 リーダーシップ 奉仕 会員増強 
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テキスト 1 詳細（抜粋） 

第１章 

パートⅠ 

 ロータリーの基本理念        26頁 

 ロータリーの目的 第 1～第 4    26頁 

 四つのテスト            26頁 

 五大奉仕              26頁 

 ロータリアンの行動規範       37頁 

  会員満足度調査           42頁 

 会員の維持のための 12のポイント  47頁 

パートⅡ 

 クラブ委員会 構成例        74頁 

 元気なクラブとなるためのステップ  76頁 

 人の前で話す 10の秘訣       78頁 

 ロータリー財団 6つの重点分野と米山 

奨学事業              87頁 

パートⅢ 

 ロータリークラブ自己評価表    107頁 

 ロータリー財団 国際奉仕     118頁 

卒後コース 

 ボランティアの動機付け       143頁 

 マズローの欲求ピラミッド     147頁 

 ロータリアンを動機づける     152頁 

第２章 

効果的なファシリテーションとは 

 ファシリテーションとは お手伝いする 180頁 

 求められる技法 １０項目    180-181頁 

 ファシリテーションの基本 １１項目 182頁 

 

テキスト 2 ロータリー情報ハンドブック 2017版 

RLIのテキストを読むうえで 情報ハンドブック

を手元に 

 ロータリー用語索引とロータリー略語集が

大変役立った 

 ロータリー戦略計画とは 2002年より 403頁 

  RLIと戦略計画は両論の考え方と思う 

 

テキスト 3 ロータリーの奉仕理念 

 アーサー・フレデリック・シェルドンが提唱 

 自分の儲けを優先するのではなく、自分の

職業を通じて社会に貢献するとゆう意図を

持って事業を高めれば、結果として継続的な

事業の発展が得られる        1頁 

 最もよく奉仕する者 最も多く報いられる 

  One Profits Most Who Serves Best 

 超我の奉仕 Service Above Self 

 

結論（私見） 

 地区の RLI にクラブから 3-5 名参加させる。 

 講習を受けた会員を中心に RLI・規律グループ

を運営活動する。 

 ３～５年計画で取り組む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《5 月～6 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

（担当／平野君） 

月 火 水 木 金 

20 21 22 23 24 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

27 28 29 30 31 

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

閉局 

3 4 5 6 7 

閉局 10：00～ 

17：00 

9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

10 11 12 13 14 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

17 18 19 20 21 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

24 25 26 27 28 

10：00～ 

17：00 

閉局 閉局 閉局 10：00～ 

17：00 


