
第807回例会 通巻767号 

平成26年4月23日 2013-2014年度Ｎｏ.35 

第８０７回  ２０１３－２０１４年度  第４１回目 

４月２３日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 我らの生業 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 

次年度幹事報告 副幹事 内藤絵梨奈 

卓話 RLI  

2640地区ファシリテーター 中井昭宏 

ニコニコ報告 副SAA 仲峯 豊 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

5/1  卓話 亀岡 弘 様 

5/8   卓話 仲峯 豊会員 

5/15  卓話 村尾 利一会員 

日本の各地区の次年度ガバナーの方々 

オーストラリア 
    シドニー国際大会 
2014年6月1日～4日 



ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 ４月度のロータリーレートは102円です 
 
 5月1日(木)理事役員会をホテル第一堺2階にて17
時30分より行います 
 
 
堺フラワーRC 
 5月3日(土)の例会は祝日のため休会 
 5月10日(土)の例会は5月7日(水)18時から 
 「世界IBFミニマム級タイトルマッチ観戦会」 
  場所ボディメーカーコロシアム(大阪府立体育館) 
 
堺清陵RC 
 5月1日(木)の例会は定款第6条第一節により休会 
 
 
 
 

 
 4月5日・6日と滋賀県長浜に福井フェニックスRC
との合同例会に行ってまいりました。 
 
 この会のために連絡を取り合って頂いた松田幹事 
当日の段取り準備に尽力頂いた中井崇嗣会長エレク
ト、当日、何から何までご配慮下さった村尾利一会
員には本当に感謝しています。ありがとうございま
した。 
 
 堺を14時に出発し、長浜まで参りました。長浜城
の周囲には桜の木があり、この季節ならではの長浜
城を見ながら、長浜ロイヤルホテルに。まずは長浜
太閤温泉は豊臣秀吉が最初に築いたとされる長浜城
跡から湧く温泉につかり、滋賀県のすべての名産が
味わえる懐石料理、地酒を堪能しました。まさに脱
日常でした。 
 
 次は桜クルーズです。当日参加の方々と合流し、
福井フェニックスの皆さんをお迎えしました。船か
ら見る桜も絶景でした。満開になると白く見えます
が４分咲きの桜は正にピンク色なんと綺麗だったこ
とか。桜クルーズは最高でした。 
 
 次の楽しみは近江牛のすき焼きです。大いに盛り
上がりました。ご参加頂いた皆さん、ありがとうご
ざいました。 
  



   

 今期2回目の卓話です。宜しくお願い致します。 

 前回はロータリーについての話でしたので、今回は私
の仕事に関するお話をさせていただきます。 
 

 私の仕事は、人生で一番高価な買い物と言われる、
住宅の建設、売買、増改築という事を生業としておりま
す。今月より消費税が8％にＵＰ．皆様のお仕事や日常
の生活はお変わりないでしょうか？ 
 

 国土交通省では、増税による住宅需要の落ち込みと
増税負担の軽減ということで住まい給付金という制度を
4月より開始いたしました。 
 
住まい給付金・・・国土交通省  
年収510万以下      10万  
   425万超～475万  20万 
   425万以下      30万 
 
現金購入の方は 50歳以上で650万以下対象 
 
以上購入時に支給対象となります。 
 
高収入の方は不利では、・・・住宅ローン控除   
10年間 200万～400万に拡大 
年末のローン残高の10㌫ 
 
 例えば、4000万の住宅ローン残高が年末にあれば40
万円の控除となります。 
 

 

 新築住宅に限らず中古にも支給。あくまでも居住用で、
かつ売主が業者の場合のみ。 
 個人間 仲介売買は対象外となります。 
 
 なぜなら個人同士は非課税扱いの為です。 
 

 住宅ローンに掛かる金利は現在変動金利で諸条件は
ありますが安いものでは年利0.775％ の商品もござい
ますので、かなりの低金利にて借り入れ可能です。 
借り入れの目安としては、 年収の5倍程度 年間手取
り額の25％が安全な借り入れ額だと認識頂ければ良い
かと思います。 
 

 売買や建築工事でのトラブルを避ける為、必ずプロの
アドバイスを受けるようお勧めします。 
 

 特に不動産取引においては我々プロ業者も騙される
場合もありますので注意が必要なのと、一旦トラブルに
巻き込まれると高額訴訟が殆どのケースになりますの
で慎重な取引が必要となります。 
 

 当クラブには私と片岡会員が専門の職種として在籍し
ておりますので何なりとご相談くだされば、良いアドバイ
スが出来るのではと思います。 
 
  

中野 一郎 会員 

世界インターアクト週間 表彰 



にこにこ報告 

在籍者   ３５名 出席者   ２０名 

出席計算会員３２名  欠席者   １２名 

出席免除会員 ３名 
（小林・石田・山田） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ７８．１３％ 

出席率 
    ６２．５０％ 

欠席報告（4月17日） 

出席報告 

犬伏 幸代 診療のため  

河野 強 仕事のため 

小野 晃範 診療のため 

金谷 昌信 仕事のため 

猿田 槙男 仕事のため 

中田 聡 仕事のため 

濱田 由美 仕事のため 

松本 美和子 仕事のため 

米田 眞理子 仕事のため Make-up済 

山本 加容子 仕事のため 

吉住 哲洋 仕事のため 

吉川 美幸 

Make-up報告 

米田眞理子 12日 米山オリエンテーション 

松本美和子 12日 米山オリエンテーション 

京谷 知明 12日 米山オリエンテーション 

中井 昭宏 12日 米山オリエンテーション 

濱田 由美 31日 東京米山REC 

吉住 哲洋 31日 東京米山REC 

会長 中井 昭宏 会員 

本日は初芝立命館インターアクトクラブの楠村さん、北野
さん、ようこそ堺フェニックスへ。 

インターアクト表彰おめでとうございます。中野会員様卓
話ありがとうございます。 
 
幹事 松田 香純 会員 

中野会員本日は卓話ありがとうございます。先日は福井
フェニックスRCとの合同例会とても楽しく有意義な時間で
した。参加された会員様お疲れ様でした。 
 
上好 まゆみ 会員 
４／５、４／６長浜桜クルーズとても楽しかったです。 

お昼食べた牛肉おいしかったです。すてきなツアーありが
とうございました。 
 
片岡 富美子 会員 
長らくお休みさせて頂きました。 

福井フェニックス＆堺フェニックの合同例会も参加させて
頂きたかったのですが残念です。初芝立命館の楠村様、
北野様今日は楽しんで下さい。 
 
片木 修 会員 

初芝立命館高校インターアクトクラブの楠村くん、北野さ
ん、ようこそ！楠村君、今日は会長で最後の仕上げとの
事、頑張って下さい。 
 
田中 範子 会員 

中野会員本日は卓話何をしてくださるのでしょうか楽しみ
です。 
 
辻野 美智子 会員 

今晩は、中野様本日は卓話ありがとうございます。たのし
みにしっかりと聞かせて頂きます。 
 
中野 一郎 会員 
本日は卓話です。よろしくお願い致します。 
インターアクトクラブの皆様ようこそ堺フェニックスへ。 
 
宮前 美穂子 会員 
長浜桜クルーズでは、お世話になりました。 

桜も見頃で、皆様とても楽しく会話もでき、とても有意義
な２日間を過ごさせて頂きました。有難うございました。 
 
村尾 利一 会員 

楠村様、北野様ようこそ堺フェニックスロータリーへ。短い
時間ですが楽しんで下さい。又花見例会ありがとうござい
ました。 



和歌山 視察・祈念植樹ツアー 
 
 
日程（予定） 
  5月18日（日） 
     堺（三国ヶ丘駅）→和歌山駅→「稲むらの火の館」見学 
     （防災についての勉強）→道成寺（石段に刻まれた水位） 
     →新宮市泊 
 
  5月19日（月） 
     新宮市内ホテル→植樹（祈念碑の廻り）→昼食→引き渡し式 
     典→帰路 
           
※  植樹の際、新宮市の花「浜木綿(はまゆう)」（暖かい海岸に自生
する多年草、 夏に白い花をつける）も植える予定 
 
 
 尚、参加希望者は、ガバナー事務所まで申し込み下さい。 
 
  申し込み締切日  平成26年5月8日（木） 
   
参加費 １人/10,000円 
 
先着 50名（バス一台分）参加者多数の場合、バス増加予定 
   バス乗車地 三国ヶ丘駅周辺、JR和歌山駅、 直接現地集合等 
   
申込先        第2640地区ガバナー事務所 
                   TEL  072-437-2640 
                 Fax  072-437-2650 


