
第１２３３回例会 ５月１１日（金）理事役員会、招聘卓話     ホテルモリノ 

第１２３４回例会 ５月１８日（金）５月２０日ご苦労様会に振替  箱根『南風荘』 

第１２３５回例会 ５月２５日（金）               百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点  鐘】               森 茂則 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【S.A.A.】                 鈴木 豊成 委員 

【ソング】       ロータリーソング『我等の生業』 

【入会式】  入会者：木村 基
もとい

 様    森 茂則 会長 

 

 

 

 

 

〈紹介者：鈴木憲治 会員のコメント〉前任の支店長 藤本さんが転勤

され、今回木村さんが赴任されて入会されます。全会員より異議がなく、

本日入会式となりました。今後仲間として、親睦と奉仕の精神で交流を深

めて頂きたいと思っております。 

〈木村 基 新会員のコメント〉入社（野村証券）は昭和 63 年で、勤続

30年になります。北海道の釧路支店から始まり、日本全国の支店を回り、

今回川崎は初めてです。自宅は松戸にありますが、こちらでは単身赴任

となります。前任者に引き続きよろしくお願い致します。 

【臨時役員会報告】                 森 茂則 会長 

本日、臨時役員会を開きました。次年度の活動計画書とロー

スターに載せる次年度委員長の活動方針と実施計画を作って

頂きたくお願いしました。これは次年度会長のテーマにそって

作ってください。 

【会長報告】             森 茂則 会長 

1. 第３グル―プ会長幹事会のお知らせ（新旧） 

５月９日（水）18：00～20：00   ホテル KSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．川崎市文化賞等候補者の推薦について 

    推薦期限 ５月１７日(木)   

提出先 川崎市民文化局市民文化振興室 

３．しんゆり芸術祭 2018実行委員会より 資料が送付されました。 

【幹事報告】        森 啓伊 幹事 

◆例会変更 

●川崎とどろき  ◇5/7（月）休会   

◇5/20（日）～5/21（月）一泊移動例会 

 熱海「大観荘」 

  ◇5/28（月）移動例会 総持寺 11：00～ 

●川崎中 RC  ◇5/1（火）、◇5/29（火） 休会 

◇5/20（日）～5/21（月）一泊移動例会 奥湯河原「加満田」 

◆会報着 

●川崎とどろき RC 第 891回（1/29）～第 897回（3/26） 

●川崎中 RC 第 2180回（1/16）～第 2188回（3/27） 

【出席委員会】              杉山 遼 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1232回 31 27 4  87.1％ 

1231回 31 29 7 5 93.5％ 

1230回 31 31 2 2 100％ 

 

 

 

 

 

第 1232回 例会記録 平成 30 年 4月 20日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 

第 5・金曜日  休会または移動例会または百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F 12：30〜13：30 TEL：044-951-1322 

 

 

第 1232回 例会記録 平成 30 年 4月 20日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

 
 

森会長よりロータリーバッジの装着 

 



 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】          碓井美枝子 委員長 

 第 1232回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●会員 

◇森茂則会長【木村様入会ありがとうございます】 

◇大野勉会員【三春の桜は散ってました】 

◇佐藤忠博会員【佐々木さんに感謝】 

◇志村幸男会員【本日より、横浜「ギャルリーパリ」にてロータリ

アン展を行います】 

◇鈴木憲治会員【先日はポスター外しお疲れ様でした。防犯

協会総会参加の方、ありがとうございました。】 

◇森啓伊幹事 ◇臼井 勉 会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員  

◇親松明会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 

◇中山隆弘会員 ◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員  

◇蓬田忠会員       以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】     鈴木 眞一 委員長 

 第 1232回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥11,000 

◇森 茂則会長 ◇山下俊也会員  

ご協力ありがとうございました。 

【米山記念奨学委員会】       長瀬 敏之 委員長 

 1232回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ¥16,000 

◇森 茂則会長 ◇山下俊也会員 ◇蓬田 忠会員 

ご協力ありがとうございました。 

【親睦委員会】           志村幸男 委員長 

４月 13日のお花見例会の収支で余剰金が４万円少々でまし

た。これは来月の会長幹事ご苦労様会に回そうと思います。 

【会員ショート卓話】        円城寺 広明 会員 

2022 年  生産緑地と空き家問題  『 』

本日は建築を含めた不動産の話をしたいと思います。１９７５年に

市街化調整区域を宅地化するために生産緑地法が出来ましたが、

1991 年にやっと生産緑地の解放をしてほとんどが生産緑地と宅

地になりました。相続税の猶予もありますが、生産緑地の所有者

は売却に際して税金の問題もあり、宅地にしない傾向があります。

今まで生産緑地だった土地は 500 

平米以上で指定を受けた場合、 

農地として一生管理しなければな 

らないということで、指定から 30年 

が過ぎた時点、または所有者が 

死亡した場合などは解放されます。 

所有者が市町村に対し買い取り申し出を行うことができますが、

時価で買い取らなければいけないということです。その 30 年が経

つのが 2022 年です。全国で生産緑地が 13653 ヘクタール（約

4192 万坪）、それが 2022 年に一斉に解放されることになります。

また宅地にした場合は固定資産税が高くなり、相続も余裕がなく

なり、厳しいのではないでしょうか。賃貸住宅でしたら税金も６分の

一に削減できる、という考えになるかと思います。 

どの位が宅地になるかは分かりませんが、宅地として手放すより

は賃貸で活用する方を選ぶ方が多いのではないでしょうか。 

住宅がどんどん増え、しかし人口が減ると空き家が増えます。 

今は 13.5％が空き家ですが、平成 30年は 25％の予測です。 

2022年問題では生産緑地は手放さないでほしいと思います。 

【会長幹事ご苦労様会の件、その他】  青戸次年度幹事                                                                                   

●会長幹事ご苦労様会  会費は追ってお知らせします。 

●ロースター写真の件 写真の変更がある方は早めにお願い

します。5月 11日大野会員のカメラでも撮ることができます。 

●活動計画書について 

 委員会方針・実施計画は4月中にお願いします。 

【連絡事項】                        森 啓伊 幹事                                                                                   

●来月月26日に行われる百合ヶ丘RCの45周年記念例会の

出欠を確認しています。 
 

【四つのテスト】            川崎 航 会員 

【点  鐘】             森 茂則 会長 

【会報委員会】            文責：鈴木 眞一 委員 

 

第６回 日台ロータリー親善会議に出席して 

鈴木 憲治 

３月１日に開催されたロータリー日台親善会議に参加しまし

た。日台親善会議は約２年に１度開催され、第６回の開催は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
杉山遼出席委員長          碓井美枝子ニコニコ委員長 

 



台湾の高雄（漢来大飯店国際会議場）でした。 

２００８年に第１回が東京で開催され、第２回が２００９年に台

湾（日月潭）、第３回が２０１２年に京都、第４回が２０１４年に台

湾（台北）、第５回が２０１６年に金沢で、今回が台湾は高雄で

の開催となりました。次の第７回は２０２０年３月６日に福岡での

開催となります。 

会を重ねるごとに登録人数も増え、今回は日本からロータリ

アンとその家族の出席で６００名余、役員等を含めて７００名を

超える登録となりました。予想を超える日本からの登録のため

台湾ロータリアンに対して人数制限があったと聞かされました。

今回も多彩なプログラムで活気溢れる素晴らしい会となり、盛

大な歓迎会を催していただきました。 

次の日は、台湾側の企画で台湾ロータリアンとご一緒に台

南・高雄を巡る１日ツアーを企画していただき多くの日本のロ

ータリアンの皆様が参加されました。 

また、２０２１年６月１３日-１６日の台北国際大会への準備状

況の報告があり、日本から１０，０００人以上ロータリアンと家族

の出席をお願いされました。 

 

 

 

 

 

矢野修二会長（神奈川東ＲＣ） 

 


