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RI会長

《司 会》  相原雄治 君

tノ
ー
《合 唱≫  「我等の生業」

「我ら静岡東ロータリー」

≪BGM》   「ベス トロオブ・ハワイアンズ」

《ゲス ト》 ミセス静岡   会長 竹田房子

ミセス日本グランプリ 田島尚子

平成 24年  8月 28日  天候 雲

一点 目は、都道府県・市町村に寄附した金額のうち 2千円を

超える部分については、一定の上限額までは、所得税・住民

税から全額控除され税金が安 くなることです。たとえば会社

役員の方で年間給与が 1千万円で妻が専業主婦の場合には、

9万円の寄附で 8万 8千円の税金が安 くなります。 2千 円

の負担で応援 したい自治体に寄附することができます。

2点 日は、寄附に対する特典が用意 されていることです。

この特典が、「ふるさと納税」制度を促進するためのインセ

ンティブとなっています。先程の会社役員の例の場合 2千円

の負担で 自治体の特産品の贈呈を受けることができます。

仮に 1万円を 9自 治体に寄附すれば、それぞれの自治体から

特産品の贈呈を受けることも可能です。 2千円を支払つて

それ以上の特産品を受け取ることができます。総務省の調査

では、自治体の約 50%が特産品を贈呈 しています。静岡県

は、年間 1万円以上を寄附した人に、果物 。魚介類 。お茶な

どの特産品を贈呈しています。自治体は、特産品を贈呈する

ことにより、地場産品を全国に広告宣伝することができます。

「ふるさと納税」をロータリアンとい う立場で考えた場合

今回の広島市の大規模土砂災害に対 して 日赤等の民間団体

ではなく、広島市に「ふるさと納税」することも選択肢 と思

います。「ふるさと納税」により、私達のお金をより有効に

使 う手段が増加 したこととなります。

なお特産品は 自治体か らの贈与に該当 し、所得税法上

一時所得 となります。ただ し、一時所得は 50万円の特別控

除が有 りますから、特産品が 50万円以上でなければ一時所

得は 0円 です。

≪新入会員紹介≫

この度、あいおいニッセイ同和損保の氣谷雄太郎君 と、」R

東海静岡開発いの小林創君が新たに入会されました。

《来費卓話》

ミセス静岡の会 会長 竹田房子 氏

私はミセス日本東海地区代表幹事、そしてミセス静岡の会

の会長をしております竹田房子と申します。1995年 に発生

した阪神淡路大震災。その未曾有の被害の中で関西のおばち

ゃんたちが明るく強かつた。生まれたばかりの赤ちゃんを抱

えてミルクもお湯もない中、若いお母さんの腕の中で鳴き声

氏

氏

≪ビジター》 海野郁男君

前田和久君

岸好子君

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

なし

(浜松北 RC)
(静岡中央RC)
(静岡北 RC)

結婚記念 日

なし

、v′
《副会長挨拶要旨》 ふるさと納税と税金

特典 として、「宿泊無料券」

「ふかひれセット」、「お米 20

キログラム」、「豚 肉 2頭分

(100キ ロ)」 等があります。

皆さん、これは何の特典かお

分か りで しょうか。株主優待

ではありません。ご存知の方

もいらっしゃると思いますが、「ふるさと納税」の特典の一

例です。「ふるさと納税」は、地域活性化策として 2008年 (平

成 20年)に創設された制度です。出身地や応援 したい都道

府県、市町村に 2千円以上寄附した場合、所得税と住民税が

安くなる寄附金の優遇税制が受けられる制度です。

総務省の「ふるさと納税」の平成 25年度の調査結果を見

ますと、寄附者は全国で 10万 6千人、寄付金総額 130億 円

所得税・住民税の軽減額 45億円となつており、この数年で

急激に「ふるさと納税」をする人が増えています。
「ふるさと納税」が増加 している理由は 2点考えられます。



も消えていく。そんな時、知 らないおばちゃんが畑の トマ ト

をす りつぶし「しっかり飲ませたげな」「この子のためにお

母ちゃん頑張らなあかんで」「大丈夫やで」「元気出しや」そ
｀

んなミセス世代の人生経験からくる知恵 と強さが見直 され

8年前に「ミセス日本グランプリ」とい うコンテス トができ

ました。

モデルクラブが率いるミスコンと違い、ここでの審査基準

は社会貢献度です。情熱的に草の根活動をしている、そんな

ミセス世代を称え、今後の応援をしていこうとい うものです。

私は第 5回 目の 50代ファイナ リス トです。そこでの私のス

ピーチは地元静岡で「誰かの役に立ちたい |」 と思 う力を結

集 したい、とい うものでした。そして「ミセス静岡の会」と

い うコミュニティを作 りました。会はチャリティパーティー

やセミナーなどの収益金を養護施設に寄付する活動をして

お ります。そして私は静岡の心身共に美 しい女性たちをこの

グランプ リに導 く使命をいただきました。今年 静岡から出

場する 3人のファイナ リス トのための壮行会が 10月 3日

に行われます。ご興味をお持ちいただけましたら是非、ご参

加 くださいますよう、よろしくお願いします。ご静聴いただ

竹田房子 氏        田島尚子 氏

ミセス日本グランプリ 田島尚子氏

私は昨年度、第六回ミセス日本グランプリ40代の部で

グランプ リを頂きました田島尚子 と申します。このミセスグ

ランプリは美人コンテス トとは違い、自己を磨きながらも女

子力で社会活動をしている組織です。私は昨年 ミセス静岡の

会代表の竹田房子さんより紹介をして頂きましたが、コンプ

レックスだらけの私は挑戦することをとても悩みました。

そのコンプレックスは幼少から続いたもので、転校を繰 り返

し長年続いた虐め、そ して母の口癖「貴女は何をやってもダ

メなんだから」月ヽ中学校の通信簿の 「積極性」は 9年間

Cが続きました。そ して社会から逃げるように 20歳で結婚

し2人の子供に恵まれ、子供の手が離れたころに現在の仕事

ウエディングプランナーにな リキャリアは 16年 になります。

引つ込み思案の私にとって新郎新婦様の為に陰で全力でプ

ロデュースし幸せな一 日を提供することが何よりも幸せで

16年続けて参 りました。その私がミセス日本グランプリに

挑戦することは寿命が縮むほど思いでした。毎 日毎 日、明け

ても暮れてもスピーチレッスンでしたが、頑張れた理由は今

行つている地元の小 さなボランティア活動を社会へ広げて

行きたいと思 う意思が強かったからです。気は弱いですが幼

少の頃からの体験から我慢強さと真の強さには自信があり

ます。今回の挑戦から、人は年齢には関係なく成長できると

い うことを学びました。そ して、また新たな夢ができました。

グランプリを頂き今までの生き方や内面的なものを認めて

頂き、それが終点ではなく私の中での出発です。社会活動の

時間を増やすために今すでに動き始めています。そして今は

まだ人前で話すことも拙いですが、母校で講演することが夢

です。クラスに一人や二人、必ず 自分に自信がなく過ごして

いる子供がいると思います。その子供たちに誰でも可能性が

あることを伝えたい、勇気や夢を与えたい。私はもう今の年

齢の倍は生きられませんので、今まで生かされてきた分の恩

返 しをして行きたいと思つております。

≪第 299回 くらく会報告≫

平成 26年 8月 22日 (金)於 静岡倶楽部

出席者 5名 兼題 「こおろぎ」「風の盆」

第 1席 編笠に沿れる若 さ風の盆  今井富子

哀愁の闇より二胡や風の盆 高橋和子

≪スマイル報告》

由利浩志 君   皆出席表彰あ りが とうございま した。

20年一つの区切 りです。本 日ガバナー公式

訪問駿河ロータリークラブです。

中嶋達郎 君

新間桂子 君

松下陸朗 君

佐野哲一 君

久野義彦 君

河原崎宏之君

相原雄治 君

杉本幸子 君

皆出席の “ごほうび"を頂きありがとう

ございました。久野さんの顔を見てスマイ

ルを思い出しました。ゴメンナサイ。

先週お誕生日のお祝いと、皆出席の記念

品をありがとうございました。デ トックス

の最中でしたので、思い出したくない事

は、頭の中から出してしまったようです。

先週は皆出席を頂き有難 うございまし

た。又、神野会員が大手術を乗 り越えられ

て無事生還されたことを心から嬉 しく思

いスマイルします。

皆出席 17年、古さに念を押されました

が思いのほか時が早く経ち、枯れ木も山の

賑わい程度の存在になりました。後は薪と

して役立つかどうかですが、今しばらく古

木折れぬように綺麗に薪になるまで精進

です。

小林創さん (」R東海静岡開発m)の入会

を祈念 してスマイルを|1仕事にロータリ

ーに楽しくや りましょう!!

」R東海静岡開発 月ヽ林君の入会を祝い

スマイルします。

竹田さん、日島さんの卓話に感謝してス

マイルします。すばらしいお話をありがと

うございました。

ロータリーの友 9月 号に、投稿 した社会

奉仕活動の取り組みが紹介されています。

是非ご覧ください。

きましてありがとうございました。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

8/28 52(51)

50(48)

50(48) 3 8 77 08%


