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『 世界へのプレゼントになろう 』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第３例会記録

【第５回 ８月 ６日(木)】
会員卓話 持田裕弘会員

題目なしで即興でお話できればと思いますが､飛び飛
びになることもあるかと思いますので､ご容赦下さい。
年齢も80歳となりました｡以前から80歳になったら

どうなるのか考えたり､先輩の状況を見ておりました。
仲間も亡くなる方がいて､寂しい思いをしています。

我がｸﾗﾌﾞが発足して10年ほどたった際に､何か残した
いと思い､橘地域に新しいｸﾗﾌﾞを作ろうと思いました。
私だけの力ではできませんでしたので､拡大補佐とし
て木嶌士郎さん､鈴木英樹さん､米山弘幸さんに多大な
るご協力いただきました。

目的は橘地域での発足でしたが､橘地域には知り合
いが少ないこともあり､とても苦労し､ﾒﾝﾊﾞｰも集まりま
せんでした。

＊理事会報告
1.10月のｽｹｼﾞｭｰﾙ
10月 1日(木)  第2回ｸﾗﾌﾞ協議会 定例理事会

8日(木) 移動例会 防災教室 久本小学校
15日(木)  卓話 玉城 進会員
22日(木) ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 昼例会
29日(木) 夜間例会

報 告

お客様
＊8/6 小川湧三様(川崎鷺沼RC)

田中 潤様(株式会社ﾐｯｸｽｼﾞｬﾑ 代表取締役)
＊8/20 付 惟様(米山記念奨学生)

祝慶事

＊出産祝 喜多川亮平会員ご長女 喜多川なつみ様

せんでした。
そこで断念して高津で作ることとし､川崎高津南RCを
発足させることにしました。

ﾒﾝﾊﾞｰを集めた後も5回ほど研修を実施する等､私も
関わることができました。
そして43人名で発足させることができ､現在は19名が在
籍しております。
その後､少人数を原因とし会計や役員の問題もあり、

川崎高津RCとの合併の問題が持ち上がったこともあり
ますが､現在は単独で運営しております。

創立総会時にはｷｬﾗﾊﾞﾝ隊として第2590地区の約90
ｸﾗﾌﾞに発足趣旨をお伝えし､参加依頼のお願いのために
伺いました｡不慣れな場所にお伺いするのできちんと到
着できるか心配したことを思い出します。

川崎高津南Rは､私達と深い関わりあいを持つｸﾗﾌﾞな
ので積極的にﾒｰｸｱｯﾌﾟするなどご支援いただきたいと願
っております。

29日(木) 夜間例会
2.8/27(木）納涼家族会の件
・お土産(果物)：八百政商店 花：みつや園
・招待 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐②川崎西会長幹事③川崎高津南

RC会長幹事④中村元会員⑤茅根元会員奥様
3.高津区民祭の義援金の送り先を考える
4.防災教室 ｸﾘｱﾌｧｲﾙをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄする
＊高津区民祭報告 杉崎晴男会長

7月26日の高津区民祭でご協力いただきましてありが
とうございました｡募金・販売で280,655円を集めるこ
とができました｡特に田名網成彰会員には多大なるご支
援をいただきました｡心より感謝申し上げます。
＊青少年交換委員会 浜田 肇委員長
青少年交換委員会に参加してまいりました｡第2590地

区は8名の留学生をお預かりします｡当ｸﾗﾌﾞの留学生が
来日する予定はまだ決まっておりませんが､来日時には
ご協力をお願いします。
＊社会奉仕委員会 大橋健治委員長
高津区民祭ではお暑い中､皆様のご協力をありがとう

ございました｡



【第６回 ８月２０日(木)】

会員卓話
｢マイナンバー制度について｣

本藤光隆会員

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰとは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です｡
正確には個人番号と言います｡これは法人に対しても割
り当てられこれを法人番号と言いますが､13桁です。
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ法(番号法)に基づき平成28年1月から社会保障､
税､災害対策の行政手続で利用が始まります。

制度の目的は行政手続を早く､簡単且つ正確に行える
ようにするためです｡源泉徴収票などにﾏｲﾅﾝﾊﾞｰを記載
し､行政手続で利用することで､確認作業の無駄が削減
され､また添付書類の省略による簡素化が図られます。

正確な情報に基づく確認により､給付金等の不正受給
を防止できるなど､公平公正な社会を実現します。
実際の事務としては､ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの交付まで､交付後に分

けてｽｹｼﾞｭｰﾙを組んでおくといいでしょう。

①番号の交付は郵送で､今年10月(11月いっぱいを目処
に)から｢通知ｶｰﾄﾞ｣によって行われます。
事業者は番号法に対応する担当者あるいは担当部署

を決定しておくことが必要だと思われます｡
また､ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの提供を受ける方法も検討しておいた

方がいいでしょう｡
次に今回のﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度の実施をうけ､そのための制

度の変更に伴う就業規則の変更などが必要となると思
われます。
因みに従業員が101名以上､又は厳密な安全管理措置

が必要な法人等では厳格な安全管理措置の策定が必要
となります。

②10月以降
従業員の番号の把握が必要です｡郵送で行われますが､
受け取れない場合などが想定されます｡また､従業員本

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊8/6 (順不同､会員敬称略）
小川湧三様(川崎鷺沼RC）お世話になります｡
三家 護 7/26高津区民祭でﾎﾞｰﾄ下りの手助をしました。
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8/6 16 17,000 72,000 461,280 16%
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8/20 15 15,000 96,000 400,000 24%
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クラブ会報委員会
曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員
石川演慶委員 月岡涼吾委員 福嶋 徹委員
≪編集担当≫ 曽我直樹 月岡涼吾

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

受け取れない場合などが想定されます｡また､従業員本
人だけでなく､家族も必要です｡
11月を経過しても番号通知が来ない場合などは､役所へ
相談に行かせるなどの気遣いも必要となります｡
個人番号を届けてもらう際の本人確認の方法も確認し
ておいて下さい。

③制度開始後
社会保険関連事務書類､税務関係書類などにﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ

の記載が必要となりますが､詳細は委任している税理士
などに確認して下さい。

厳重に安全措置を講じることが重要です。
情報の取得→安全管理措置→保管→利用→提供→開示･
訂正･利用停止等→廃棄の各段階ごとに安全措置を検討
します。

＊米山記念奨学金の授与 中田俊彦ｶｳﾝｾﾗｰ
米山記念奨学生 付 惟(ﾌ ｲ)さん

＊米山記念奨学生より 付 惟 奨学生
こんにちは｡私は中国遼寧省出身です｡現在は明治大

学大学院で｢ｹﾞﾙ状食品の食感への澱粉添加の影響を破
壊過程から明らかにする」をﾃｰﾏに研究しています｡

これからも日本と中国の懸け橋となれるように頑張
りますので､応援をよろしくお願いします｡

三家 護 7/26高津区民祭でﾎﾞｰﾄ下りの手助をしました。
8/9は市民ﾌﾟﾗｻﾞで橘ふるさと祭が開催されます｡
菊池幸治 ﾐｯｸｽｼﾞｬﾑの田中社長､本日の例会を楽しんで下さ
い｡
大橋健治 高津区民祭ではお世話になりました｡
＊8/20
細谷和彦 本藤さん､卓話楽しみにしております｡
菊池幸治 本藤会員､本日は卓話を楽しみにしております｡


