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本日　２月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

市川　哲司 会員

次週　２月10日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観　　梅　　夜　　間　　例　　会

第2480回　例会報告／令和３年１月20日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
そして、本日入会いただ
きます今西さん、ようこ
そ高知東ＲＣへいらっし
ゃいました。これからも
よろしくお願いします。

　さて、今年の冬は例年になく寒いように思
います。健康管理には皆さん十分にご留意い
ただきたいと思います。
　今月は職業奉仕月間です。私は土地家屋調
査士として日々職業奉仕に励んでいます。と
しっかりと言い切らなきゃいけないところだ
と思いますので言い切ります。業務内容は土
地建物の調査測量、一般的には残念ですが、
認知度が低い業種で、仕事の内容を具体的に
説明しても生半可なリアクションで流される
ことが少なくありません。
　そんな業界のＰＲの一環として、２年ほど
まえにJAXAから講師を招いて、イオン高知
で夏休みこども学習講演「測位衛星を中心と
した人工衛星の働き」というタイトルでイベ
ントを行いました。土地家屋調査士は、土地
の境界の調査が主な業務ですので、どちらか
というと地べたをはい回っているイメージが
あろうかと思いますが、ときとして、空の上
の衛星とコミュニケーションをとりながら仕
事をすることもあります。皆さんご存知のＧ

ＰＳ衛星とか、マニアックな方はご存知と思
いますけども、測位衛星の「みちびき」とい
うのが、日本で今幾つか上げてあります。そ
ういったものを利用しながら、地上の位置を
ミリ単位で特定するという作業をします。
　そんな関係で測位衛星を打ち上げたJAXA
とのつながりもあり、講演会に講師をお招き
したわけです。講師は明神絵里花さんという、
衛星の内部の温度、それと宇宙環境の中で非
常に温度差がある、何百度と違うようなとこ
ろで衛星の内部の機器が順調に動くように、
温度を一定に保つ技術的なものを開発してい
る部署においでる方でした。話を聞いても分
からない事ばかりでしたが、そういう方が、
子供たちのためにロケットとはこういうもの
だよというような形で分かりやすい講演をし
ていただいたのですが、何とその方が、私の
母校の須崎高校の出身だったことにびっくり
しました。著名人とはご縁の少ない田舎の高
校ですが、今では自慢の卒業生となっている
ところです。
　そんな職業奉仕に絡めた自慢話で会長挨拶
といたします。今日の卓話は寺村さんから会
計についての話です。よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　今西　　博
　　　　　　•生年月日　昭和31年５月20日
　　　　　　•職　　業　和光商事㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役会長
　　　　　　•配　偶　者　由美子
•趣　　味　ゴルフ、読書
•専任アドバイザー　前川美智子会員
•今西　博氏挨拶
　以前より関会長さんからお誘いを受けてい
ましたが、去年の６月に社長から会長になり、
少し余裕ができましたので、皆さんにご迷惑
をおかけすることも少ないだろうということ
で、この度、入会をさせていただくことにな
りました。　
　仕事内容は、医療用の機械、それから、牛、
豚、鶏、あるいはペットなどの動物の薬、養
殖業関係の薬、配合飼料といったものを扱っ
ており、一般的にはなじみのない仕事ではな
いかと思います。趣味は、それほど腕はよく
ないですが健康を兼ねてゴルフをやっていま
す。これからできるだけ参加をして、皆さん
と早く親しくしていただけるようになりたい
と思いますので、よろしくお願いします。
◇諮問委員会報告　柳澤光秋パストガバナー

　17日の日曜日、高松で
諮問委員会がありました。
ガバナー選出は、愛媛・
徳島・香川・高知の輪番
制で、次年度、東さんが
１年間ガバナーを努めま

すと次は愛媛の番ですが、結局、愛媛はガバ
ナーの擁立ができませんでした。これからど
うするかで、高知県は２年連続では大変。輪
番制を守ると、徳島が２年連続となるので、
香川が選出することになり、日数がないので、
香川の候補者を文章やリモートで賛成を得、
決定することになりました。
　３月７日開催のＰＥＴＳは、コロナの関係
で100人以下にするため、各クラブからは会
長だけであとは役員のみ。中村市で懇親会は
なしの日帰り。３月末の地区協議会は、ズー
ムのような形になると思いますが、篠原ガバ
ナーの時は、文章で開催されたのでそれを踏
襲する段取りになるかも。
　昨年12月末、ロータリー未来形成委員会か

らとんでもない案が出てきました。現在の地
区は廃止、言語でゾーンを作る。ガバナー、
ガバナー補佐制度を廃止。３年任期のカウン
シルを配し、セクショナルリーダーを置いて
組織を編成する案で、日本各地で大騒ぎです。
来年の規定審議会に諮ると思いますが、決定
したとしても、実行は10年後位になります。
ＲＩとロータリー財団の未来形成委員会（Ｓ
ＲＦ）についてメールで探してみてください。
日本各地でいろいろな意見がでています。諮
問委員会での現状を報告しておきます。 
◇国際奉仕委員会より　

　書き損じはがき回収の
締め切り日は１月末です。
受付の赤い箱に入れてい
ただければと思いますの
で、ご協力をよろしくお
願いします。

◇会　長　報　告
　２月の第２週の観梅夜間例会は、状況が変
われば新たな選択となりますが、現状では開
催の段取りで進んでおりますので、よろしく
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週の市役所での職場例会は中止、この会
場でお弁当持ち帰り例会となります。
・２月22日の仁淀ロータリークラブ30周年事
業は延期となりました。
・４月９日の８クラブ合同夜間例会も中止。
４月14日の例会については、今後の役員
会、理事会で検討後、ご報告します。
・市内ロータリークラブの事務局で事務員さ
んを募集しています。心当たりのある方は
会長、幹事迄お願いします。

もとの問題点だろうというふうに思います。
　つまり、「ニコニコは事業費」としていま
すが、会計処理上そのことが見えなくなって
いますので、分かりやすく本会計と特別会計
を整理する必要がありますね、というのが本
日の次年度への提案ということになります。
　まずは、一般会計の支出の部で、ざっくり
と事業費が57万円ほどで全体の７％、クラブ
費が580万ほどで全体の68％、それから事務
局費が25％で大体210万円程度が毎年いっ
て、次期繰越金を含めまして1,300万円ほど
のお金で当クラブは成り立っています。
　事業費の内訳は職業奉仕、社会奉仕、青少
年、国際奉仕、ロータリー財団の事業費から
成り立っています。クラブ奉仕関係の経費は
入ってないというのがここで見て取れます。
クラブ費の中のクラブ奉仕として考えられる
新会員さんへの事業費や、協議会費の50万円
は地区の増強委員会やクラブ研修委員会、ま
た、ガバナー事務所への登録料等々の費用も
クラブ費となっていますので、そこら辺を含
めて整理をすればどうだろうと思いました。
　また、事務局費は、共同事務局費と言う科
目がありますが、市内７ロータリークラブで
の共同事務所運営費です。これは大体毎年こ
のような金額になろうかと思います。
　南ＲＣの会計処理を見てみました。当クラ
ブと同じように、一般会計に社会奉仕、国際
奉仕、クラブ奉仕などの事業費が記載されて
いますが、なぜかクラブ奉仕も１万円、職業
奉仕も１万円というふうにして、予算も決算
も本会計の中では１万円という扱いしかあり
ません。これはよく分らないところですけれ
ども、実際には事業費の支出はニコニコの特
別会計で処理されていますので、ニコニコ箱
はこれだけ入って、奉仕活動でこれだけ使っ
ていますよってことが明確になっています。
つまりクラブ費とか事務局費とごっちゃまぜ
になっていない。ですから非常に分かりやす
い決算書になっていますというところになり
ます。
　そこで、我がクラブで可能か否かというこ
とをちょっと計算してみました。現在の会計
状況ですが、昨年の前川年度が半年ぐらいコ
ロナで活動ができませんでしたので、大きく
繰越金ができ、現在は460万という大きな資

金ができました。今までは繰越金が100万そ
こそこしか無かったので、年度当初にキャッ
シュフローのショートが起きていました。で
すから、ニコニコからお金を入れないとどう
も成り立っていかないというところでした。
仮にニコニコから全然繰入れなかったとした
ら、過去は当然のことながらマイナスの繰越
金になりますので、運営としては、一切成り
立たないということになります。
　そこで、仮説を立ててシュミレーションし
ました。まず四大奉仕の活動の年間約60万と
クラブ奉仕の新会員に関する費用、10万円。
それから今までの従来の会員への祝い品等々
を本会計の処理では無く、特別会計で計算し
てみますと、本会計は繰越金が年間20万円ほ
ど、少し足らない感じはありますけれども、
１人会員が増えるとそこはクリアできる幅で
あろうかと。また、ニコニコ特別会計は、年
間60万ほど繰越金が増加をしていくという結
果になりました。
　まとめますと、昨年度はコロナ禍で事業が
行えず繰越金が増加し、年度当初のキャッシ
ュフローは改善をされました。ニコニコの意
義から、ニコニコで集まった善意の資金は全
額奉仕活動費とする。会費はクラブ費、事務
局費。また緊急義援金なども奉仕活動とみな
し、ニコニコから支出をしていけば、その都
度、さあどうしよう、会員からあらたに集め
ようかというふうな議論は必要なくなるとい
うことになります。
　また、もともとニコニコの収益構造として
会員の記念日等々で集めていきますので、こ
の記念品の支出は残すことになります。仮説
では本会計で約20万の繰越金が減少しますけ
れども、会員増強でそこは補えるでしょう。
それからニコニコは年間80万ほど残っていき
ますので、より質の高い高度な奉仕活動、例
えばですけれどもグローバル補助金が可能に
なるかも知れません。医師を派遣しましょう、
ドクター派遣しましょうみたいな活動も可能
になるのかも知れません。
　これらを実行するためには、事業費の一般
会計上での処理と特別会計の予算化が必要で
すというところになると思います。ここでも
う一度振り返っておきたいのはニコニコ箱は
善意の寄付金であるということと、それをク

　以前からの課題である「ニコニコをクラブ
運営に使うのはどうか、足りないのなら会費
を値上げしてはどうか」ということに関して、
次年度の予算立の時期になり、本年度の会計
の責任として、この問題を整理をして皆さま
方にご提案をしようということで、本日はお
時間をいただきました。
　そもそもニコニコ箱とは、クラブの定款に
も細則にも、ニコニコはこういうふうにして
使いますといったことは一切載っていません
し、高知市内の全てのロータリークラブの中
にも載っていませんでした。唯一、源流の会
というロータリーの考え方をこういうふうに
していきましょうということで、活動されて
いるグループの書物に出ていましたので、読
ませていただきます。
　「人道的奉仕活動の資金を集めるためのニ
コニコ箱は、日本特有のもので外国にはあり
ません。1936年に大阪ロータリーが始めたも
のといわれ、会員、家族、事業所の喜び事お
祝い事にかこつけて、ニコニコしながら献金
する制度です。ニコニコ箱は慶弔中心の募金
であるために非常に集めやすい利点がある反
面、目的別募金ではないためこれを消化する
ために、安易な寄付行為に流れやすく年次報
告書の中で○○へ援助といったような項目が
目立つようになって、他団体への寄付を禁じ
ているロータリーの原則に反することになる。
さらに、ほとんどのクラブでは本会計がひっ
迫してニコニコ会計に余剰金が出る状態から
いろんな理由を付けて、ニコニコ箱のお金を
本会計に流用するクラブが見受けられます。
任意の寄付金であるニコニコ箱の資金を本会
計に流用することは、会費負担の平等性に反
する行為であることをここで強調しておきた
いと思います」
　これを念頭に高知市内の他のクラブはどん

な感じなのか調べてみました。
　年会費の金額は、16万8,000円が南ＲＣと
東ＲＣ、高知ＲＣは16万円、中央ＲＣも同じ。
西ＲＣ17万6,000円、北ＲＣが18万のロイヤ
ルＲＣ16万。
　昨年度のニコニコの収入は、南ＲＣが260
万、高知ＲＣは160万。それを単純に会員数
で割ると東ＲＣは１人３万1,000円。南ＲＣ
さんも同じぐらい。高知ＲＣはわずか7,400
円。肝心の使途の部分では、東ＲＣは毎年大
体100万から120万円ぐらいを本会計に移して
クラブの運営資金、運転資金。あとはＳＡＡ
の各祝い品等々に出ています。一方、南ＲＣ
はニコニコは全額奉仕活動に使う。会費がク
ラブの運営費ですと明確におっしゃっておら
れました。
　高知ＲＣは運転資金として使っています。
昨年は50万動かしています。中央ＲＣからロ
イヤルＲＣまでは、基本として誕生日のお祝
い品であったりとか、中央ＲＣは野球部の資
金といった形で使っており、どうも高知ＲＣ
と東だけが明確にニコニコの使途が示されて
いない現状が分かりました。
　当クラブの会計は、一般会計、特別会計、
財産目録で成り立っていて、一般会計は皆さ
んからの会費を主たる収入とし、支出の部は
事業費、クラブ費、事務所費から成り立って
います。ニコニコは特別会計で処理されてい
ます。
　問題は特別会計の支出の部表示には「一般
会計へ事業費として」と以前から明記をされ
ているにもかかわらず受ける側の一般会計の
方の収入の部には「ニコニコ箱より振り替
え」というふうに書かれていますので、結果
予算を見ても決算を見ても、ニコニコが入っ
て一般会計の支出の全てに対して使っていま
すよというふうにしか見えない状況が、もと

ラブ費、事務局費に流用することは会費負担
の平等性に反しますよねというところで結論
付けたいと思います。
　来年の中平さん、西内さん、それから会計
の五百蔵さんがこれから来年の予算組に当た
って、検討していただいて、わかりやすい会
計処理をすると、ニコニコ箱を求めるＳＡＡ
側も、それを受けて善意の募金をする我々会
員も、ニコニコは奉仕活動に使われているっ

てことが明確にわかることが大切な気がしま
す。ご清聴ありがとうございました。
◇会長コメント
　寺村さんありがとうございました。提案と
いう形ですので、皆さんにお話しいただき、
皆さんの方でご意見があれば、寄せていただ
きたいと思います。本日のところはこれで終
わります。

◇出席率報告

　　

•寺村　勉　今日は会計からの卓話ありがと
うございました。今西さん、入会ありがとう
ございます。ＹＥＧ以来ですね、よろしくお
願いします。
•猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。実は先週、無断欠席してしまいました。
例会が休みと勘違いしていました。一生の不
覚です。「ボケちゃーせんかね」と女房から
言われましたが、そんなことはありません。
正月に医学論文を一つ書き上げています。
•前川美智子　「にっぽんの宝物」高知大会
にて（昨日開催）スイーツ・ドリンク部門で
ＴＯＳＡＣＯさんの「クラフトビール　榧の
森」で準グランプリをいただきました。３月
の東京の全国大会に出場できます。これも鬼
田酒店さんのお声かけのおかげです。
•浦田健治　先週、ネームプレートをつけた
まま帰ってしまい、本日それを忘れてきまし
た。ダブルブッキングです。とほほ…。

•岡　今朝男　新年１回目の例会から名札を
持って帰ってしまいました。お詫びにニコニ
コへ！
•𠮷永光男　石川さん、先週の土曜日「まさ
か」の「ごち」ありがとうございました。
「ヤル」いうたり「ヤメル」いうたり「行
け」いうたり「行くな」いうたり、ハッキリ
してもらいたい。
•土居祐三　石川さん、ご馳走様でした。い
つものことながらありがとうございます。ま
たよろしくお願いします。
•高橋典子　石川さん、ゴルフ後の懇親会ご
馳走様でした。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
•水谷直人　妻の誕生日の花をありがとうご
ざいました。
•五百蔵誠一　家内の誕生日の花をありがと
うございました。結婚して31年を過ぎていま
すが、一度も夫から花をもらったことない。
ロータリー様ありがとうございました。との
ことでした。
•今西　博　素晴らしい入会式をありがとう
ございました。今後よろしくお願いいたしま
す。
◇遅刻　１件
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事をすることもあります。皆さんご存知のＧ

ＰＳ衛星とか、マニアックな方はご存知と思
いますけども、測位衛星の「みちびき」とい
うのが、日本で今幾つか上げてあります。そ
ういったものを利用しながら、地上の位置を
ミリ単位で特定するという作業をします。
　そんな関係で測位衛星を打ち上げたJAXA
とのつながりもあり、講演会に講師をお招き
したわけです。講師は明神絵里花さんという、
衛星の内部の温度、それと宇宙環境の中で非
常に温度差がある、何百度と違うようなとこ
ろで衛星の内部の機器が順調に動くように、
温度を一定に保つ技術的なものを開発してい
る部署においでる方でした。話を聞いても分
からない事ばかりでしたが、そういう方が、
子供たちのためにロケットとはこういうもの
だよというような形で分かりやすい講演をし
ていただいたのですが、何とその方が、私の
母校の須崎高校の出身だったことにびっくり
しました。著名人とはご縁の少ない田舎の高
校ですが、今では自慢の卒業生となっている
ところです。
　そんな職業奉仕に絡めた自慢話で会長挨拶
といたします。今日の卓話は寺村さんから会
計についての話です。よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　今西　　博
　　　　　　•生年月日　昭和31年５月20日
　　　　　　•職　　業　和光商事㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役会長
　　　　　　•配　偶　者　由美子
•趣　　味　ゴルフ、読書
•専任アドバイザー　前川美智子会員
•今西　博氏挨拶
　以前より関会長さんからお誘いを受けてい
ましたが、去年の６月に社長から会長になり、
少し余裕ができましたので、皆さんにご迷惑
をおかけすることも少ないだろうということ
で、この度、入会をさせていただくことにな
りました。　
　仕事内容は、医療用の機械、それから、牛、
豚、鶏、あるいはペットなどの動物の薬、養
殖業関係の薬、配合飼料といったものを扱っ
ており、一般的にはなじみのない仕事ではな
いかと思います。趣味は、それほど腕はよく
ないですが健康を兼ねてゴルフをやっていま
す。これからできるだけ参加をして、皆さん
と早く親しくしていただけるようになりたい
と思いますので、よろしくお願いします。
◇諮問委員会報告　柳澤光秋パストガバナー

　17日の日曜日、高松で
諮問委員会がありました。
ガバナー選出は、愛媛・
徳島・香川・高知の輪番
制で、次年度、東さんが
１年間ガバナーを努めま

すと次は愛媛の番ですが、結局、愛媛はガバ
ナーの擁立ができませんでした。これからど
うするかで、高知県は２年連続では大変。輪
番制を守ると、徳島が２年連続となるので、
香川が選出することになり、日数がないので、
香川の候補者を文章やリモートで賛成を得、
決定することになりました。
　３月７日開催のＰＥＴＳは、コロナの関係
で100人以下にするため、各クラブからは会
長だけであとは役員のみ。中村市で懇親会は
なしの日帰り。３月末の地区協議会は、ズー
ムのような形になると思いますが、篠原ガバ
ナーの時は、文章で開催されたのでそれを踏
襲する段取りになるかも。
　昨年12月末、ロータリー未来形成委員会か

らとんでもない案が出てきました。現在の地
区は廃止、言語でゾーンを作る。ガバナー、
ガバナー補佐制度を廃止。３年任期のカウン
シルを配し、セクショナルリーダーを置いて
組織を編成する案で、日本各地で大騒ぎです。
来年の規定審議会に諮ると思いますが、決定
したとしても、実行は10年後位になります。
ＲＩとロータリー財団の未来形成委員会（Ｓ
ＲＦ）についてメールで探してみてください。
日本各地でいろいろな意見がでています。諮
問委員会での現状を報告しておきます。 
◇国際奉仕委員会より　

　書き損じはがき回収の
締め切り日は１月末です。
受付の赤い箱に入れてい
ただければと思いますの
で、ご協力をよろしくお
願いします。

◇会　長　報　告
　２月の第２週の観梅夜間例会は、状況が変
われば新たな選択となりますが、現状では開
催の段取りで進んでおりますので、よろしく
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週の市役所での職場例会は中止、この会
場でお弁当持ち帰り例会となります。
・２月22日の仁淀ロータリークラブ30周年事
業は延期となりました。
・４月９日の８クラブ合同夜間例会も中止。
４月14日の例会については、今後の役員
会、理事会で検討後、ご報告します。
・市内ロータリークラブの事務局で事務員さ
んを募集しています。心当たりのある方は
会長、幹事迄お願いします。

もとの問題点だろうというふうに思います。
　つまり、「ニコニコは事業費」としていま
すが、会計処理上そのことが見えなくなって
いますので、分かりやすく本会計と特別会計
を整理する必要がありますね、というのが本
日の次年度への提案ということになります。
　まずは、一般会計の支出の部で、ざっくり
と事業費が57万円ほどで全体の７％、クラブ
費が580万ほどで全体の68％、それから事務
局費が25％で大体210万円程度が毎年いっ
て、次期繰越金を含めまして1,300万円ほど
のお金で当クラブは成り立っています。
　事業費の内訳は職業奉仕、社会奉仕、青少
年、国際奉仕、ロータリー財団の事業費から
成り立っています。クラブ奉仕関係の経費は
入ってないというのがここで見て取れます。
クラブ費の中のクラブ奉仕として考えられる
新会員さんへの事業費や、協議会費の50万円
は地区の増強委員会やクラブ研修委員会、ま
た、ガバナー事務所への登録料等々の費用も
クラブ費となっていますので、そこら辺を含
めて整理をすればどうだろうと思いました。
　また、事務局費は、共同事務局費と言う科
目がありますが、市内７ロータリークラブで
の共同事務所運営費です。これは大体毎年こ
のような金額になろうかと思います。
　南ＲＣの会計処理を見てみました。当クラ
ブと同じように、一般会計に社会奉仕、国際
奉仕、クラブ奉仕などの事業費が記載されて
いますが、なぜかクラブ奉仕も１万円、職業
奉仕も１万円というふうにして、予算も決算
も本会計の中では１万円という扱いしかあり
ません。これはよく分らないところですけれ
ども、実際には事業費の支出はニコニコの特
別会計で処理されていますので、ニコニコ箱
はこれだけ入って、奉仕活動でこれだけ使っ
ていますよってことが明確になっています。
つまりクラブ費とか事務局費とごっちゃまぜ
になっていない。ですから非常に分かりやす
い決算書になっていますというところになり
ます。
　そこで、我がクラブで可能か否かというこ
とをちょっと計算してみました。現在の会計
状況ですが、昨年の前川年度が半年ぐらいコ
ロナで活動ができませんでしたので、大きく
繰越金ができ、現在は460万という大きな資

金ができました。今までは繰越金が100万そ
こそこしか無かったので、年度当初にキャッ
シュフローのショートが起きていました。で
すから、ニコニコからお金を入れないとどう
も成り立っていかないというところでした。
仮にニコニコから全然繰入れなかったとした
ら、過去は当然のことながらマイナスの繰越
金になりますので、運営としては、一切成り
立たないということになります。
　そこで、仮説を立ててシュミレーションし
ました。まず四大奉仕の活動の年間約60万と
クラブ奉仕の新会員に関する費用、10万円。
それから今までの従来の会員への祝い品等々
を本会計の処理では無く、特別会計で計算し
てみますと、本会計は繰越金が年間20万円ほ
ど、少し足らない感じはありますけれども、
１人会員が増えるとそこはクリアできる幅で
あろうかと。また、ニコニコ特別会計は、年
間60万ほど繰越金が増加をしていくという結
果になりました。
　まとめますと、昨年度はコロナ禍で事業が
行えず繰越金が増加し、年度当初のキャッシ
ュフローは改善をされました。ニコニコの意
義から、ニコニコで集まった善意の資金は全
額奉仕活動費とする。会費はクラブ費、事務
局費。また緊急義援金なども奉仕活動とみな
し、ニコニコから支出をしていけば、その都
度、さあどうしよう、会員からあらたに集め
ようかというふうな議論は必要なくなるとい
うことになります。
　また、もともとニコニコの収益構造として
会員の記念日等々で集めていきますので、こ
の記念品の支出は残すことになります。仮説
では本会計で約20万の繰越金が減少しますけ
れども、会員増強でそこは補えるでしょう。
それからニコニコは年間80万ほど残っていき
ますので、より質の高い高度な奉仕活動、例
えばですけれどもグローバル補助金が可能に
なるかも知れません。医師を派遣しましょう、
ドクター派遣しましょうみたいな活動も可能
になるのかも知れません。
　これらを実行するためには、事業費の一般
会計上での処理と特別会計の予算化が必要で
すというところになると思います。ここでも
う一度振り返っておきたいのはニコニコ箱は
善意の寄付金であるということと、それをク

　以前からの課題である「ニコニコをクラブ
運営に使うのはどうか、足りないのなら会費
を値上げしてはどうか」ということに関して、
次年度の予算立の時期になり、本年度の会計
の責任として、この問題を整理をして皆さま
方にご提案をしようということで、本日はお
時間をいただきました。
　そもそもニコニコ箱とは、クラブの定款に
も細則にも、ニコニコはこういうふうにして
使いますといったことは一切載っていません
し、高知市内の全てのロータリークラブの中
にも載っていませんでした。唯一、源流の会
というロータリーの考え方をこういうふうに
していきましょうということで、活動されて
いるグループの書物に出ていましたので、読
ませていただきます。
　「人道的奉仕活動の資金を集めるためのニ
コニコ箱は、日本特有のもので外国にはあり
ません。1936年に大阪ロータリーが始めたも
のといわれ、会員、家族、事業所の喜び事お
祝い事にかこつけて、ニコニコしながら献金
する制度です。ニコニコ箱は慶弔中心の募金
であるために非常に集めやすい利点がある反
面、目的別募金ではないためこれを消化する
ために、安易な寄付行為に流れやすく年次報
告書の中で○○へ援助といったような項目が
目立つようになって、他団体への寄付を禁じ
ているロータリーの原則に反することになる。
さらに、ほとんどのクラブでは本会計がひっ
迫してニコニコ会計に余剰金が出る状態から
いろんな理由を付けて、ニコニコ箱のお金を
本会計に流用するクラブが見受けられます。
任意の寄付金であるニコニコ箱の資金を本会
計に流用することは、会費負担の平等性に反
する行為であることをここで強調しておきた
いと思います」
　これを念頭に高知市内の他のクラブはどん

な感じなのか調べてみました。
　年会費の金額は、16万8,000円が南ＲＣと
東ＲＣ、高知ＲＣは16万円、中央ＲＣも同じ。
西ＲＣ17万6,000円、北ＲＣが18万のロイヤ
ルＲＣ16万。
　昨年度のニコニコの収入は、南ＲＣが260
万、高知ＲＣは160万。それを単純に会員数
で割ると東ＲＣは１人３万1,000円。南ＲＣ
さんも同じぐらい。高知ＲＣはわずか7,400
円。肝心の使途の部分では、東ＲＣは毎年大
体100万から120万円ぐらいを本会計に移して
クラブの運営資金、運転資金。あとはＳＡＡ
の各祝い品等々に出ています。一方、南ＲＣ
はニコニコは全額奉仕活動に使う。会費がク
ラブの運営費ですと明確におっしゃっておら
れました。
　高知ＲＣは運転資金として使っています。
昨年は50万動かしています。中央ＲＣからロ
イヤルＲＣまでは、基本として誕生日のお祝
い品であったりとか、中央ＲＣは野球部の資
金といった形で使っており、どうも高知ＲＣ
と東だけが明確にニコニコの使途が示されて
いない現状が分かりました。
　当クラブの会計は、一般会計、特別会計、
財産目録で成り立っていて、一般会計は皆さ
んからの会費を主たる収入とし、支出の部は
事業費、クラブ費、事務所費から成り立って
います。ニコニコは特別会計で処理されてい
ます。
　問題は特別会計の支出の部表示には「一般
会計へ事業費として」と以前から明記をされ
ているにもかかわらず受ける側の一般会計の
方の収入の部には「ニコニコ箱より振り替
え」というふうに書かれていますので、結果
予算を見ても決算を見ても、ニコニコが入っ
て一般会計の支出の全てに対して使っていま
すよというふうにしか見えない状況が、もと

ラブ費、事務局費に流用することは会費負担
の平等性に反しますよねというところで結論
付けたいと思います。
　来年の中平さん、西内さん、それから会計
の五百蔵さんがこれから来年の予算組に当た
って、検討していただいて、わかりやすい会
計処理をすると、ニコニコ箱を求めるＳＡＡ
側も、それを受けて善意の募金をする我々会
員も、ニコニコは奉仕活動に使われているっ

てことが明確にわかることが大切な気がしま
す。ご清聴ありがとうございました。
◇会長コメント
　寺村さんありがとうございました。提案と
いう形ですので、皆さんにお話しいただき、
皆さんの方でご意見があれば、寄せていただ
きたいと思います。本日のところはこれで終
わります。

◇出席率報告

　　

•寺村　勉　今日は会計からの卓話ありがと
うございました。今西さん、入会ありがとう
ございます。ＹＥＧ以来ですね、よろしくお
願いします。
•猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。実は先週、無断欠席してしまいました。
例会が休みと勘違いしていました。一生の不
覚です。「ボケちゃーせんかね」と女房から
言われましたが、そんなことはありません。
正月に医学論文を一つ書き上げています。
•前川美智子　「にっぽんの宝物」高知大会
にて（昨日開催）スイーツ・ドリンク部門で
ＴＯＳＡＣＯさんの「クラフトビール　榧の
森」で準グランプリをいただきました。３月
の東京の全国大会に出場できます。これも鬼
田酒店さんのお声かけのおかげです。
•浦田健治　先週、ネームプレートをつけた
まま帰ってしまい、本日それを忘れてきまし
た。ダブルブッキングです。とほほ…。

•岡　今朝男　新年１回目の例会から名札を
持って帰ってしまいました。お詫びにニコニ
コへ！
•𠮷永光男　石川さん、先週の土曜日「まさ
か」の「ごち」ありがとうございました。
「ヤル」いうたり「ヤメル」いうたり「行
け」いうたり「行くな」いうたり、ハッキリ
してもらいたい。
•土居祐三　石川さん、ご馳走様でした。い
つものことながらありがとうございます。ま
たよろしくお願いします。
•高橋典子　石川さん、ゴルフ後の懇親会ご
馳走様でした。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
•水谷直人　妻の誕生日の花をありがとうご
ざいました。
•五百蔵誠一　家内の誕生日の花をありがと
うございました。結婚して31年を過ぎていま
すが、一度も夫から花をもらったことない。
ロータリー様ありがとうございました。との
ことでした。
•今西　博　素晴らしい入会式をありがとう
ございました。今後よろしくお願いいたしま
す。
◇遅刻　１件



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
そして、本日入会いただ
きます今西さん、ようこ
そ高知東ＲＣへいらっし
ゃいました。これからも
よろしくお願いします。

　さて、今年の冬は例年になく寒いように思
います。健康管理には皆さん十分にご留意い
ただきたいと思います。
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まえにJAXAから講師を招いて、イオン高知
で夏休みこども学習講演「測位衛星を中心と
した人工衛星の働き」というタイトルでイベ
ントを行いました。土地家屋調査士は、土地
の境界の調査が主な業務ですので、どちらか
というと地べたをはい回っているイメージが
あろうかと思いますが、ときとして、空の上
の衛星とコミュニケーションをとりながら仕
事をすることもあります。皆さんご存知のＧ

ＰＳ衛星とか、マニアックな方はご存知と思
いますけども、測位衛星の「みちびき」とい
うのが、日本で今幾つか上げてあります。そ
ういったものを利用しながら、地上の位置を
ミリ単位で特定するという作業をします。
　そんな関係で測位衛星を打ち上げたJAXA
とのつながりもあり、講演会に講師をお招き
したわけです。講師は明神絵里花さんという、
衛星の内部の温度、それと宇宙環境の中で非
常に温度差がある、何百度と違うようなとこ
ろで衛星の内部の機器が順調に動くように、
温度を一定に保つ技術的なものを開発してい
る部署においでる方でした。話を聞いても分
からない事ばかりでしたが、そういう方が、
子供たちのためにロケットとはこういうもの
だよというような形で分かりやすい講演をし
ていただいたのですが、何とその方が、私の
母校の須崎高校の出身だったことにびっくり
しました。著名人とはご縁の少ない田舎の高
校ですが、今では自慢の卒業生となっている
ところです。
　そんな職業奉仕に絡めた自慢話で会長挨拶
といたします。今日の卓話は寺村さんから会
計についての話です。よろしくお願いします。
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　　　　　　•生年月日　昭和31年５月20日
　　　　　　•職　　業　和光商事㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役会長
　　　　　　•配　偶　者　由美子
•趣　　味　ゴルフ、読書
•専任アドバイザー　前川美智子会員
•今西　博氏挨拶
　以前より関会長さんからお誘いを受けてい
ましたが、去年の６月に社長から会長になり、
少し余裕ができましたので、皆さんにご迷惑
をおかけすることも少ないだろうということ
で、この度、入会をさせていただくことにな
りました。　
　仕事内容は、医療用の機械、それから、牛、
豚、鶏、あるいはペットなどの動物の薬、養
殖業関係の薬、配合飼料といったものを扱っ
ており、一般的にはなじみのない仕事ではな
いかと思います。趣味は、それほど腕はよく
ないですが健康を兼ねてゴルフをやっていま
す。これからできるだけ参加をして、皆さん
と早く親しくしていただけるようになりたい
と思いますので、よろしくお願いします。
◇諮問委員会報告　柳澤光秋パストガバナー

　17日の日曜日、高松で
諮問委員会がありました。
ガバナー選出は、愛媛・
徳島・香川・高知の輪番
制で、次年度、東さんが
１年間ガバナーを努めま

すと次は愛媛の番ですが、結局、愛媛はガバ
ナーの擁立ができませんでした。これからど
うするかで、高知県は２年連続では大変。輪
番制を守ると、徳島が２年連続となるので、
香川が選出することになり、日数がないので、
香川の候補者を文章やリモートで賛成を得、
決定することになりました。
　３月７日開催のＰＥＴＳは、コロナの関係
で100人以下にするため、各クラブからは会
長だけであとは役員のみ。中村市で懇親会は
なしの日帰り。３月末の地区協議会は、ズー
ムのような形になると思いますが、篠原ガバ
ナーの時は、文章で開催されたのでそれを踏
襲する段取りになるかも。
　昨年12月末、ロータリー未来形成委員会か

らとんでもない案が出てきました。現在の地
区は廃止、言語でゾーンを作る。ガバナー、
ガバナー補佐制度を廃止。３年任期のカウン
シルを配し、セクショナルリーダーを置いて
組織を編成する案で、日本各地で大騒ぎです。
来年の規定審議会に諮ると思いますが、決定
したとしても、実行は10年後位になります。
ＲＩとロータリー財団の未来形成委員会（Ｓ
ＲＦ）についてメールで探してみてください。
日本各地でいろいろな意見がでています。諮
問委員会での現状を報告しておきます。 
◇国際奉仕委員会より　

　書き損じはがき回収の
締め切り日は１月末です。
受付の赤い箱に入れてい
ただければと思いますの
で、ご協力をよろしくお
願いします。

◇会　長　報　告
　２月の第２週の観梅夜間例会は、状況が変
われば新たな選択となりますが、現状では開
催の段取りで進んでおりますので、よろしく
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週の市役所での職場例会は中止、この会
場でお弁当持ち帰り例会となります。
・２月22日の仁淀ロータリークラブ30周年事
業は延期となりました。
・４月９日の８クラブ合同夜間例会も中止。
４月14日の例会については、今後の役員
会、理事会で検討後、ご報告します。
・市内ロータリークラブの事務局で事務員さ
んを募集しています。心当たりのある方は
会長、幹事迄お願いします。

もとの問題点だろうというふうに思います。
　つまり、「ニコニコは事業費」としていま
すが、会計処理上そのことが見えなくなって
いますので、分かりやすく本会計と特別会計
を整理する必要がありますね、というのが本
日の次年度への提案ということになります。
　まずは、一般会計の支出の部で、ざっくり
と事業費が57万円ほどで全体の７％、クラブ
費が580万ほどで全体の68％、それから事務
局費が25％で大体210万円程度が毎年いっ
て、次期繰越金を含めまして1,300万円ほど
のお金で当クラブは成り立っています。
　事業費の内訳は職業奉仕、社会奉仕、青少
年、国際奉仕、ロータリー財団の事業費から
成り立っています。クラブ奉仕関係の経費は
入ってないというのがここで見て取れます。
クラブ費の中のクラブ奉仕として考えられる
新会員さんへの事業費や、協議会費の50万円
は地区の増強委員会やクラブ研修委員会、ま
た、ガバナー事務所への登録料等々の費用も
クラブ費となっていますので、そこら辺を含
めて整理をすればどうだろうと思いました。
　また、事務局費は、共同事務局費と言う科
目がありますが、市内７ロータリークラブで
の共同事務所運営費です。これは大体毎年こ
のような金額になろうかと思います。
　南ＲＣの会計処理を見てみました。当クラ
ブと同じように、一般会計に社会奉仕、国際
奉仕、クラブ奉仕などの事業費が記載されて
いますが、なぜかクラブ奉仕も１万円、職業
奉仕も１万円というふうにして、予算も決算
も本会計の中では１万円という扱いしかあり
ません。これはよく分らないところですけれ
ども、実際には事業費の支出はニコニコの特
別会計で処理されていますので、ニコニコ箱
はこれだけ入って、奉仕活動でこれだけ使っ
ていますよってことが明確になっています。
つまりクラブ費とか事務局費とごっちゃまぜ
になっていない。ですから非常に分かりやす
い決算書になっていますというところになり
ます。
　そこで、我がクラブで可能か否かというこ
とをちょっと計算してみました。現在の会計
状況ですが、昨年の前川年度が半年ぐらいコ
ロナで活動ができませんでしたので、大きく
繰越金ができ、現在は460万という大きな資

金ができました。今までは繰越金が100万そ
こそこしか無かったので、年度当初にキャッ
シュフローのショートが起きていました。で
すから、ニコニコからお金を入れないとどう
も成り立っていかないというところでした。
仮にニコニコから全然繰入れなかったとした
ら、過去は当然のことながらマイナスの繰越
金になりますので、運営としては、一切成り
立たないということになります。
　そこで、仮説を立ててシュミレーションし
ました。まず四大奉仕の活動の年間約60万と
クラブ奉仕の新会員に関する費用、10万円。
それから今までの従来の会員への祝い品等々
を本会計の処理では無く、特別会計で計算し
てみますと、本会計は繰越金が年間20万円ほ
ど、少し足らない感じはありますけれども、
１人会員が増えるとそこはクリアできる幅で
あろうかと。また、ニコニコ特別会計は、年
間60万ほど繰越金が増加をしていくという結
果になりました。
　まとめますと、昨年度はコロナ禍で事業が
行えず繰越金が増加し、年度当初のキャッシ
ュフローは改善をされました。ニコニコの意
義から、ニコニコで集まった善意の資金は全
額奉仕活動費とする。会費はクラブ費、事務
局費。また緊急義援金なども奉仕活動とみな
し、ニコニコから支出をしていけば、その都
度、さあどうしよう、会員からあらたに集め
ようかというふうな議論は必要なくなるとい
うことになります。
　また、もともとニコニコの収益構造として
会員の記念日等々で集めていきますので、こ
の記念品の支出は残すことになります。仮説
では本会計で約20万の繰越金が減少しますけ
れども、会員増強でそこは補えるでしょう。
それからニコニコは年間80万ほど残っていき
ますので、より質の高い高度な奉仕活動、例
えばですけれどもグローバル補助金が可能に
なるかも知れません。医師を派遣しましょう、
ドクター派遣しましょうみたいな活動も可能
になるのかも知れません。
　これらを実行するためには、事業費の一般
会計上での処理と特別会計の予算化が必要で
すというところになると思います。ここでも
う一度振り返っておきたいのはニコニコ箱は
善意の寄付金であるということと、それをク

「会計からの報告と
　　　　　　提案について」

◇会員スピーチ 会計  寺村　　勉 会員

　以前からの課題である「ニコニコをクラブ
運営に使うのはどうか、足りないのなら会費
を値上げしてはどうか」ということに関して、
次年度の予算立の時期になり、本年度の会計
の責任として、この問題を整理をして皆さま
方にご提案をしようということで、本日はお
時間をいただきました。
　そもそもニコニコ箱とは、クラブの定款に
も細則にも、ニコニコはこういうふうにして
使いますといったことは一切載っていません
し、高知市内の全てのロータリークラブの中
にも載っていませんでした。唯一、源流の会
というロータリーの考え方をこういうふうに
していきましょうということで、活動されて
いるグループの書物に出ていましたので、読
ませていただきます。
　「人道的奉仕活動の資金を集めるためのニ
コニコ箱は、日本特有のもので外国にはあり
ません。1936年に大阪ロータリーが始めたも
のといわれ、会員、家族、事業所の喜び事お
祝い事にかこつけて、ニコニコしながら献金
する制度です。ニコニコ箱は慶弔中心の募金
であるために非常に集めやすい利点がある反
面、目的別募金ではないためこれを消化する
ために、安易な寄付行為に流れやすく年次報
告書の中で○○へ援助といったような項目が
目立つようになって、他団体への寄付を禁じ
ているロータリーの原則に反することになる。
さらに、ほとんどのクラブでは本会計がひっ
迫してニコニコ会計に余剰金が出る状態から
いろんな理由を付けて、ニコニコ箱のお金を
本会計に流用するクラブが見受けられます。
任意の寄付金であるニコニコ箱の資金を本会
計に流用することは、会費負担の平等性に反
する行為であることをここで強調しておきた
いと思います」
　これを念頭に高知市内の他のクラブはどん

な感じなのか調べてみました。
　年会費の金額は、16万8,000円が南ＲＣと
東ＲＣ、高知ＲＣは16万円、中央ＲＣも同じ。
西ＲＣ17万6,000円、北ＲＣが18万のロイヤ
ルＲＣ16万。
　昨年度のニコニコの収入は、南ＲＣが260
万、高知ＲＣは160万。それを単純に会員数
で割ると東ＲＣは１人３万1,000円。南ＲＣ
さんも同じぐらい。高知ＲＣはわずか7,400
円。肝心の使途の部分では、東ＲＣは毎年大
体100万から120万円ぐらいを本会計に移して
クラブの運営資金、運転資金。あとはＳＡＡ
の各祝い品等々に出ています。一方、南ＲＣ
はニコニコは全額奉仕活動に使う。会費がク
ラブの運営費ですと明確におっしゃっておら
れました。
　高知ＲＣは運転資金として使っています。
昨年は50万動かしています。中央ＲＣからロ
イヤルＲＣまでは、基本として誕生日のお祝
い品であったりとか、中央ＲＣは野球部の資
金といった形で使っており、どうも高知ＲＣ
と東だけが明確にニコニコの使途が示されて
いない現状が分かりました。
　当クラブの会計は、一般会計、特別会計、
財産目録で成り立っていて、一般会計は皆さ
んからの会費を主たる収入とし、支出の部は
事業費、クラブ費、事務所費から成り立って
います。ニコニコは特別会計で処理されてい
ます。
　問題は特別会計の支出の部表示には「一般
会計へ事業費として」と以前から明記をされ
ているにもかかわらず受ける側の一般会計の
方の収入の部には「ニコニコ箱より振り替
え」というふうに書かれていますので、結果
予算を見ても決算を見ても、ニコニコが入っ
て一般会計の支出の全てに対して使っていま
すよというふうにしか見えない状況が、もと

ラブ費、事務局費に流用することは会費負担
の平等性に反しますよねというところで結論
付けたいと思います。
　来年の中平さん、西内さん、それから会計
の五百蔵さんがこれから来年の予算組に当た
って、検討していただいて、わかりやすい会
計処理をすると、ニコニコ箱を求めるＳＡＡ
側も、それを受けて善意の募金をする我々会
員も、ニコニコは奉仕活動に使われているっ

てことが明確にわかることが大切な気がしま
す。ご清聴ありがとうございました。
◇会長コメント
　寺村さんありがとうございました。提案と
いう形ですので、皆さんにお話しいただき、
皆さんの方でご意見があれば、寄せていただ
きたいと思います。本日のところはこれで終
わります。

◇出席率報告

　　

•寺村　勉　今日は会計からの卓話ありがと
うございました。今西さん、入会ありがとう
ございます。ＹＥＧ以来ですね、よろしくお
願いします。
•猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。実は先週、無断欠席してしまいました。
例会が休みと勘違いしていました。一生の不
覚です。「ボケちゃーせんかね」と女房から
言われましたが、そんなことはありません。
正月に医学論文を一つ書き上げています。
•前川美智子　「にっぽんの宝物」高知大会
にて（昨日開催）スイーツ・ドリンク部門で
ＴＯＳＡＣＯさんの「クラフトビール　榧の
森」で準グランプリをいただきました。３月
の東京の全国大会に出場できます。これも鬼
田酒店さんのお声かけのおかげです。
•浦田健治　先週、ネームプレートをつけた
まま帰ってしまい、本日それを忘れてきまし
た。ダブルブッキングです。とほほ…。

•岡　今朝男　新年１回目の例会から名札を
持って帰ってしまいました。お詫びにニコニ
コへ！
•𠮷永光男　石川さん、先週の土曜日「まさ
か」の「ごち」ありがとうございました。
「ヤル」いうたり「ヤメル」いうたり「行
け」いうたり「行くな」いうたり、ハッキリ
してもらいたい。
•土居祐三　石川さん、ご馳走様でした。い
つものことながらありがとうございます。ま
たよろしくお願いします。
•高橋典子　石川さん、ゴルフ後の懇親会ご
馳走様でした。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
•水谷直人　妻の誕生日の花をありがとうご
ざいました。
•五百蔵誠一　家内の誕生日の花をありがと
うございました。結婚して31年を過ぎていま
すが、一度も夫から花をもらったことない。
ロータリー様ありがとうございました。との
ことでした。
•今西　博　素晴らしい入会式をありがとう
ございました。今後よろしくお願いいたしま
す。
◇遅刻　１件



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
そして、本日入会いただ
きます今西さん、ようこ
そ高知東ＲＣへいらっし
ゃいました。これからも
よろしくお願いします。

　さて、今年の冬は例年になく寒いように思
います。健康管理には皆さん十分にご留意い
ただきたいと思います。
　今月は職業奉仕月間です。私は土地家屋調
査士として日々職業奉仕に励んでいます。と
しっかりと言い切らなきゃいけないところだ
と思いますので言い切ります。業務内容は土
地建物の調査測量、一般的には残念ですが、
認知度が低い業種で、仕事の内容を具体的に
説明しても生半可なリアクションで流される
ことが少なくありません。
　そんな業界のＰＲの一環として、２年ほど
まえにJAXAから講師を招いて、イオン高知
で夏休みこども学習講演「測位衛星を中心と
した人工衛星の働き」というタイトルでイベ
ントを行いました。土地家屋調査士は、土地
の境界の調査が主な業務ですので、どちらか
というと地べたをはい回っているイメージが
あろうかと思いますが、ときとして、空の上
の衛星とコミュニケーションをとりながら仕
事をすることもあります。皆さんご存知のＧ

ＰＳ衛星とか、マニアックな方はご存知と思
いますけども、測位衛星の「みちびき」とい
うのが、日本で今幾つか上げてあります。そ
ういったものを利用しながら、地上の位置を
ミリ単位で特定するという作業をします。
　そんな関係で測位衛星を打ち上げたJAXA
とのつながりもあり、講演会に講師をお招き
したわけです。講師は明神絵里花さんという、
衛星の内部の温度、それと宇宙環境の中で非
常に温度差がある、何百度と違うようなとこ
ろで衛星の内部の機器が順調に動くように、
温度を一定に保つ技術的なものを開発してい
る部署においでる方でした。話を聞いても分
からない事ばかりでしたが、そういう方が、
子供たちのためにロケットとはこういうもの
だよというような形で分かりやすい講演をし
ていただいたのですが、何とその方が、私の
母校の須崎高校の出身だったことにびっくり
しました。著名人とはご縁の少ない田舎の高
校ですが、今では自慢の卒業生となっている
ところです。
　そんな職業奉仕に絡めた自慢話で会長挨拶
といたします。今日の卓話は寺村さんから会
計についての話です。よろしくお願いします。
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◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　今西　　博
　　　　　　•生年月日　昭和31年５月20日
　　　　　　•職　　業　和光商事㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役会長
　　　　　　•配　偶　者　由美子
•趣　　味　ゴルフ、読書
•専任アドバイザー　前川美智子会員
•今西　博氏挨拶
　以前より関会長さんからお誘いを受けてい
ましたが、去年の６月に社長から会長になり、
少し余裕ができましたので、皆さんにご迷惑
をおかけすることも少ないだろうということ
で、この度、入会をさせていただくことにな
りました。　
　仕事内容は、医療用の機械、それから、牛、
豚、鶏、あるいはペットなどの動物の薬、養
殖業関係の薬、配合飼料といったものを扱っ
ており、一般的にはなじみのない仕事ではな
いかと思います。趣味は、それほど腕はよく
ないですが健康を兼ねてゴルフをやっていま
す。これからできるだけ参加をして、皆さん
と早く親しくしていただけるようになりたい
と思いますので、よろしくお願いします。
◇諮問委員会報告　柳澤光秋パストガバナー

　17日の日曜日、高松で
諮問委員会がありました。
ガバナー選出は、愛媛・
徳島・香川・高知の輪番
制で、次年度、東さんが
１年間ガバナーを努めま

すと次は愛媛の番ですが、結局、愛媛はガバ
ナーの擁立ができませんでした。これからど
うするかで、高知県は２年連続では大変。輪
番制を守ると、徳島が２年連続となるので、
香川が選出することになり、日数がないので、
香川の候補者を文章やリモートで賛成を得、
決定することになりました。
　３月７日開催のＰＥＴＳは、コロナの関係
で100人以下にするため、各クラブからは会
長だけであとは役員のみ。中村市で懇親会は
なしの日帰り。３月末の地区協議会は、ズー
ムのような形になると思いますが、篠原ガバ
ナーの時は、文章で開催されたのでそれを踏
襲する段取りになるかも。
　昨年12月末、ロータリー未来形成委員会か

らとんでもない案が出てきました。現在の地
区は廃止、言語でゾーンを作る。ガバナー、
ガバナー補佐制度を廃止。３年任期のカウン
シルを配し、セクショナルリーダーを置いて
組織を編成する案で、日本各地で大騒ぎです。
来年の規定審議会に諮ると思いますが、決定
したとしても、実行は10年後位になります。
ＲＩとロータリー財団の未来形成委員会（Ｓ
ＲＦ）についてメールで探してみてください。
日本各地でいろいろな意見がでています。諮
問委員会での現状を報告しておきます。 
◇国際奉仕委員会より　

　書き損じはがき回収の
締め切り日は１月末です。
受付の赤い箱に入れてい
ただければと思いますの
で、ご協力をよろしくお
願いします。

◇会　長　報　告
　２月の第２週の観梅夜間例会は、状況が変
われば新たな選択となりますが、現状では開
催の段取りで進んでおりますので、よろしく
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週の市役所での職場例会は中止、この会
場でお弁当持ち帰り例会となります。
・２月22日の仁淀ロータリークラブ30周年事
業は延期となりました。
・４月９日の８クラブ合同夜間例会も中止。
４月14日の例会については、今後の役員
会、理事会で検討後、ご報告します。
・市内ロータリークラブの事務局で事務員さ
んを募集しています。心当たりのある方は
会長、幹事迄お願いします。

もとの問題点だろうというふうに思います。
　つまり、「ニコニコは事業費」としていま
すが、会計処理上そのことが見えなくなって
いますので、分かりやすく本会計と特別会計
を整理する必要がありますね、というのが本
日の次年度への提案ということになります。
　まずは、一般会計の支出の部で、ざっくり
と事業費が57万円ほどで全体の７％、クラブ
費が580万ほどで全体の68％、それから事務
局費が25％で大体210万円程度が毎年いっ
て、次期繰越金を含めまして1,300万円ほど
のお金で当クラブは成り立っています。
　事業費の内訳は職業奉仕、社会奉仕、青少
年、国際奉仕、ロータリー財団の事業費から
成り立っています。クラブ奉仕関係の経費は
入ってないというのがここで見て取れます。
クラブ費の中のクラブ奉仕として考えられる
新会員さんへの事業費や、協議会費の50万円
は地区の増強委員会やクラブ研修委員会、ま
た、ガバナー事務所への登録料等々の費用も
クラブ費となっていますので、そこら辺を含
めて整理をすればどうだろうと思いました。
　また、事務局費は、共同事務局費と言う科
目がありますが、市内７ロータリークラブで
の共同事務所運営費です。これは大体毎年こ
のような金額になろうかと思います。
　南ＲＣの会計処理を見てみました。当クラ
ブと同じように、一般会計に社会奉仕、国際
奉仕、クラブ奉仕などの事業費が記載されて
いますが、なぜかクラブ奉仕も１万円、職業
奉仕も１万円というふうにして、予算も決算
も本会計の中では１万円という扱いしかあり
ません。これはよく分らないところですけれ
ども、実際には事業費の支出はニコニコの特
別会計で処理されていますので、ニコニコ箱
はこれだけ入って、奉仕活動でこれだけ使っ
ていますよってことが明確になっています。
つまりクラブ費とか事務局費とごっちゃまぜ
になっていない。ですから非常に分かりやす
い決算書になっていますというところになり
ます。
　そこで、我がクラブで可能か否かというこ
とをちょっと計算してみました。現在の会計
状況ですが、昨年の前川年度が半年ぐらいコ
ロナで活動ができませんでしたので、大きく
繰越金ができ、現在は460万という大きな資

金ができました。今までは繰越金が100万そ
こそこしか無かったので、年度当初にキャッ
シュフローのショートが起きていました。で
すから、ニコニコからお金を入れないとどう
も成り立っていかないというところでした。
仮にニコニコから全然繰入れなかったとした
ら、過去は当然のことながらマイナスの繰越
金になりますので、運営としては、一切成り
立たないということになります。
　そこで、仮説を立ててシュミレーションし
ました。まず四大奉仕の活動の年間約60万と
クラブ奉仕の新会員に関する費用、10万円。
それから今までの従来の会員への祝い品等々
を本会計の処理では無く、特別会計で計算し
てみますと、本会計は繰越金が年間20万円ほ
ど、少し足らない感じはありますけれども、
１人会員が増えるとそこはクリアできる幅で
あろうかと。また、ニコニコ特別会計は、年
間60万ほど繰越金が増加をしていくという結
果になりました。
　まとめますと、昨年度はコロナ禍で事業が
行えず繰越金が増加し、年度当初のキャッシ
ュフローは改善をされました。ニコニコの意
義から、ニコニコで集まった善意の資金は全
額奉仕活動費とする。会費はクラブ費、事務
局費。また緊急義援金なども奉仕活動とみな
し、ニコニコから支出をしていけば、その都
度、さあどうしよう、会員からあらたに集め
ようかというふうな議論は必要なくなるとい
うことになります。
　また、もともとニコニコの収益構造として
会員の記念日等々で集めていきますので、こ
の記念品の支出は残すことになります。仮説
では本会計で約20万の繰越金が減少しますけ
れども、会員増強でそこは補えるでしょう。
それからニコニコは年間80万ほど残っていき
ますので、より質の高い高度な奉仕活動、例
えばですけれどもグローバル補助金が可能に
なるかも知れません。医師を派遣しましょう、
ドクター派遣しましょうみたいな活動も可能
になるのかも知れません。
　これらを実行するためには、事業費の一般
会計上での処理と特別会計の予算化が必要で
すというところになると思います。ここでも
う一度振り返っておきたいのはニコニコ箱は
善意の寄付金であるということと、それをク

　以前からの課題である「ニコニコをクラブ
運営に使うのはどうか、足りないのなら会費
を値上げしてはどうか」ということに関して、
次年度の予算立の時期になり、本年度の会計
の責任として、この問題を整理をして皆さま
方にご提案をしようということで、本日はお
時間をいただきました。
　そもそもニコニコ箱とは、クラブの定款に
も細則にも、ニコニコはこういうふうにして
使いますといったことは一切載っていません
し、高知市内の全てのロータリークラブの中
にも載っていませんでした。唯一、源流の会
というロータリーの考え方をこういうふうに
していきましょうということで、活動されて
いるグループの書物に出ていましたので、読
ませていただきます。
　「人道的奉仕活動の資金を集めるためのニ
コニコ箱は、日本特有のもので外国にはあり
ません。1936年に大阪ロータリーが始めたも
のといわれ、会員、家族、事業所の喜び事お
祝い事にかこつけて、ニコニコしながら献金
する制度です。ニコニコ箱は慶弔中心の募金
であるために非常に集めやすい利点がある反
面、目的別募金ではないためこれを消化する
ために、安易な寄付行為に流れやすく年次報
告書の中で○○へ援助といったような項目が
目立つようになって、他団体への寄付を禁じ
ているロータリーの原則に反することになる。
さらに、ほとんどのクラブでは本会計がひっ
迫してニコニコ会計に余剰金が出る状態から
いろんな理由を付けて、ニコニコ箱のお金を
本会計に流用するクラブが見受けられます。
任意の寄付金であるニコニコ箱の資金を本会
計に流用することは、会費負担の平等性に反
する行為であることをここで強調しておきた
いと思います」
　これを念頭に高知市内の他のクラブはどん

な感じなのか調べてみました。
　年会費の金額は、16万8,000円が南ＲＣと
東ＲＣ、高知ＲＣは16万円、中央ＲＣも同じ。
西ＲＣ17万6,000円、北ＲＣが18万のロイヤ
ルＲＣ16万。
　昨年度のニコニコの収入は、南ＲＣが260
万、高知ＲＣは160万。それを単純に会員数
で割ると東ＲＣは１人３万1,000円。南ＲＣ
さんも同じぐらい。高知ＲＣはわずか7,400
円。肝心の使途の部分では、東ＲＣは毎年大
体100万から120万円ぐらいを本会計に移して
クラブの運営資金、運転資金。あとはＳＡＡ
の各祝い品等々に出ています。一方、南ＲＣ
はニコニコは全額奉仕活動に使う。会費がク
ラブの運営費ですと明確におっしゃっておら
れました。
　高知ＲＣは運転資金として使っています。
昨年は50万動かしています。中央ＲＣからロ
イヤルＲＣまでは、基本として誕生日のお祝
い品であったりとか、中央ＲＣは野球部の資
金といった形で使っており、どうも高知ＲＣ
と東だけが明確にニコニコの使途が示されて
いない現状が分かりました。
　当クラブの会計は、一般会計、特別会計、
財産目録で成り立っていて、一般会計は皆さ
んからの会費を主たる収入とし、支出の部は
事業費、クラブ費、事務所費から成り立って
います。ニコニコは特別会計で処理されてい
ます。
　問題は特別会計の支出の部表示には「一般
会計へ事業費として」と以前から明記をされ
ているにもかかわらず受ける側の一般会計の
方の収入の部には「ニコニコ箱より振り替
え」というふうに書かれていますので、結果
予算を見ても決算を見ても、ニコニコが入っ
て一般会計の支出の全てに対して使っていま
すよというふうにしか見えない状況が、もと

ラブ費、事務局費に流用することは会費負担
の平等性に反しますよねというところで結論
付けたいと思います。
　来年の中平さん、西内さん、それから会計
の五百蔵さんがこれから来年の予算組に当た
って、検討していただいて、わかりやすい会
計処理をすると、ニコニコ箱を求めるＳＡＡ
側も、それを受けて善意の募金をする我々会
員も、ニコニコは奉仕活動に使われているっ

てことが明確にわかることが大切な気がしま
す。ご清聴ありがとうございました。
◇会長コメント
　寺村さんありがとうございました。提案と
いう形ですので、皆さんにお話しいただき、
皆さんの方でご意見があれば、寄せていただ
きたいと思います。本日のところはこれで終
わります。

◇出席率報告

　　

•寺村　勉　今日は会計からの卓話ありがと
うございました。今西さん、入会ありがとう
ございます。ＹＥＧ以来ですね、よろしくお
願いします。
•猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。実は先週、無断欠席してしまいました。
例会が休みと勘違いしていました。一生の不
覚です。「ボケちゃーせんかね」と女房から
言われましたが、そんなことはありません。
正月に医学論文を一つ書き上げています。
•前川美智子　「にっぽんの宝物」高知大会
にて（昨日開催）スイーツ・ドリンク部門で
ＴＯＳＡＣＯさんの「クラフトビール　榧の
森」で準グランプリをいただきました。３月
の東京の全国大会に出場できます。これも鬼
田酒店さんのお声かけのおかげです。
•浦田健治　先週、ネームプレートをつけた
まま帰ってしまい、本日それを忘れてきまし
た。ダブルブッキングです。とほほ…。

•岡　今朝男　新年１回目の例会から名札を
持って帰ってしまいました。お詫びにニコニ
コへ！
•𠮷永光男　石川さん、先週の土曜日「まさ
か」の「ごち」ありがとうございました。
「ヤル」いうたり「ヤメル」いうたり「行
け」いうたり「行くな」いうたり、ハッキリ
してもらいたい。
•土居祐三　石川さん、ご馳走様でした。い
つものことながらありがとうございます。ま
たよろしくお願いします。
•高橋典子　石川さん、ゴルフ後の懇親会ご
馳走様でした。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
•水谷直人　妻の誕生日の花をありがとうご
ざいました。
•五百蔵誠一　家内の誕生日の花をありがと
うございました。結婚して31年を過ぎていま
すが、一度も夫から花をもらったことない。
ロータリー様ありがとうございました。との
ことでした。
•今西　博　素晴らしい入会式をありがとう
ございました。今後よろしくお願いいたしま
す。
◇遅刻　１件



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
そして、本日入会いただ
きます今西さん、ようこ
そ高知東ＲＣへいらっし
ゃいました。これからも
よろしくお願いします。

　さて、今年の冬は例年になく寒いように思
います。健康管理には皆さん十分にご留意い
ただきたいと思います。
　今月は職業奉仕月間です。私は土地家屋調
査士として日々職業奉仕に励んでいます。と
しっかりと言い切らなきゃいけないところだ
と思いますので言い切ります。業務内容は土
地建物の調査測量、一般的には残念ですが、
認知度が低い業種で、仕事の内容を具体的に
説明しても生半可なリアクションで流される
ことが少なくありません。
　そんな業界のＰＲの一環として、２年ほど
まえにJAXAから講師を招いて、イオン高知
で夏休みこども学習講演「測位衛星を中心と
した人工衛星の働き」というタイトルでイベ
ントを行いました。土地家屋調査士は、土地
の境界の調査が主な業務ですので、どちらか
というと地べたをはい回っているイメージが
あろうかと思いますが、ときとして、空の上
の衛星とコミュニケーションをとりながら仕
事をすることもあります。皆さんご存知のＧ

ＰＳ衛星とか、マニアックな方はご存知と思
いますけども、測位衛星の「みちびき」とい
うのが、日本で今幾つか上げてあります。そ
ういったものを利用しながら、地上の位置を
ミリ単位で特定するという作業をします。
　そんな関係で測位衛星を打ち上げたJAXA
とのつながりもあり、講演会に講師をお招き
したわけです。講師は明神絵里花さんという、
衛星の内部の温度、それと宇宙環境の中で非
常に温度差がある、何百度と違うようなとこ
ろで衛星の内部の機器が順調に動くように、
温度を一定に保つ技術的なものを開発してい
る部署においでる方でした。話を聞いても分
からない事ばかりでしたが、そういう方が、
子供たちのためにロケットとはこういうもの
だよというような形で分かりやすい講演をし
ていただいたのですが、何とその方が、私の
母校の須崎高校の出身だったことにびっくり
しました。著名人とはご縁の少ない田舎の高
校ですが、今では自慢の卒業生となっている
ところです。
　そんな職業奉仕に絡めた自慢話で会長挨拶
といたします。今日の卓話は寺村さんから会
計についての話です。よろしくお願いします。
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◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　今西　　博
　　　　　　•生年月日　昭和31年５月20日
　　　　　　•職　　業　和光商事㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役会長
　　　　　　•配　偶　者　由美子
•趣　　味　ゴルフ、読書
•専任アドバイザー　前川美智子会員
•今西　博氏挨拶
　以前より関会長さんからお誘いを受けてい
ましたが、去年の６月に社長から会長になり、
少し余裕ができましたので、皆さんにご迷惑
をおかけすることも少ないだろうということ
で、この度、入会をさせていただくことにな
りました。　
　仕事内容は、医療用の機械、それから、牛、
豚、鶏、あるいはペットなどの動物の薬、養
殖業関係の薬、配合飼料といったものを扱っ
ており、一般的にはなじみのない仕事ではな
いかと思います。趣味は、それほど腕はよく
ないですが健康を兼ねてゴルフをやっていま
す。これからできるだけ参加をして、皆さん
と早く親しくしていただけるようになりたい
と思いますので、よろしくお願いします。
◇諮問委員会報告　柳澤光秋パストガバナー

　17日の日曜日、高松で
諮問委員会がありました。
ガバナー選出は、愛媛・
徳島・香川・高知の輪番
制で、次年度、東さんが
１年間ガバナーを努めま

すと次は愛媛の番ですが、結局、愛媛はガバ
ナーの擁立ができませんでした。これからど
うするかで、高知県は２年連続では大変。輪
番制を守ると、徳島が２年連続となるので、
香川が選出することになり、日数がないので、
香川の候補者を文章やリモートで賛成を得、
決定することになりました。
　３月７日開催のＰＥＴＳは、コロナの関係
で100人以下にするため、各クラブからは会
長だけであとは役員のみ。中村市で懇親会は
なしの日帰り。３月末の地区協議会は、ズー
ムのような形になると思いますが、篠原ガバ
ナーの時は、文章で開催されたのでそれを踏
襲する段取りになるかも。
　昨年12月末、ロータリー未来形成委員会か

らとんでもない案が出てきました。現在の地
区は廃止、言語でゾーンを作る。ガバナー、
ガバナー補佐制度を廃止。３年任期のカウン
シルを配し、セクショナルリーダーを置いて
組織を編成する案で、日本各地で大騒ぎです。
来年の規定審議会に諮ると思いますが、決定
したとしても、実行は10年後位になります。
ＲＩとロータリー財団の未来形成委員会（Ｓ
ＲＦ）についてメールで探してみてください。
日本各地でいろいろな意見がでています。諮
問委員会での現状を報告しておきます。 
◇国際奉仕委員会より　

　書き損じはがき回収の
締め切り日は１月末です。
受付の赤い箱に入れてい
ただければと思いますの
で、ご協力をよろしくお
願いします。

◇会　長　報　告
　２月の第２週の観梅夜間例会は、状況が変
われば新たな選択となりますが、現状では開
催の段取りで進んでおりますので、よろしく
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週の市役所での職場例会は中止、この会
場でお弁当持ち帰り例会となります。
・２月22日の仁淀ロータリークラブ30周年事
業は延期となりました。
・４月９日の８クラブ合同夜間例会も中止。
４月14日の例会については、今後の役員
会、理事会で検討後、ご報告します。
・市内ロータリークラブの事務局で事務員さ
んを募集しています。心当たりのある方は
会長、幹事迄お願いします。

もとの問題点だろうというふうに思います。
　つまり、「ニコニコは事業費」としていま
すが、会計処理上そのことが見えなくなって
いますので、分かりやすく本会計と特別会計
を整理する必要がありますね、というのが本
日の次年度への提案ということになります。
　まずは、一般会計の支出の部で、ざっくり
と事業費が57万円ほどで全体の７％、クラブ
費が580万ほどで全体の68％、それから事務
局費が25％で大体210万円程度が毎年いっ
て、次期繰越金を含めまして1,300万円ほど
のお金で当クラブは成り立っています。
　事業費の内訳は職業奉仕、社会奉仕、青少
年、国際奉仕、ロータリー財団の事業費から
成り立っています。クラブ奉仕関係の経費は
入ってないというのがここで見て取れます。
クラブ費の中のクラブ奉仕として考えられる
新会員さんへの事業費や、協議会費の50万円
は地区の増強委員会やクラブ研修委員会、ま
た、ガバナー事務所への登録料等々の費用も
クラブ費となっていますので、そこら辺を含
めて整理をすればどうだろうと思いました。
　また、事務局費は、共同事務局費と言う科
目がありますが、市内７ロータリークラブで
の共同事務所運営費です。これは大体毎年こ
のような金額になろうかと思います。
　南ＲＣの会計処理を見てみました。当クラ
ブと同じように、一般会計に社会奉仕、国際
奉仕、クラブ奉仕などの事業費が記載されて
いますが、なぜかクラブ奉仕も１万円、職業
奉仕も１万円というふうにして、予算も決算
も本会計の中では１万円という扱いしかあり
ません。これはよく分らないところですけれ
ども、実際には事業費の支出はニコニコの特
別会計で処理されていますので、ニコニコ箱
はこれだけ入って、奉仕活動でこれだけ使っ
ていますよってことが明確になっています。
つまりクラブ費とか事務局費とごっちゃまぜ
になっていない。ですから非常に分かりやす
い決算書になっていますというところになり
ます。
　そこで、我がクラブで可能か否かというこ
とをちょっと計算してみました。現在の会計
状況ですが、昨年の前川年度が半年ぐらいコ
ロナで活動ができませんでしたので、大きく
繰越金ができ、現在は460万という大きな資

金ができました。今までは繰越金が100万そ
こそこしか無かったので、年度当初にキャッ
シュフローのショートが起きていました。で
すから、ニコニコからお金を入れないとどう
も成り立っていかないというところでした。
仮にニコニコから全然繰入れなかったとした
ら、過去は当然のことながらマイナスの繰越
金になりますので、運営としては、一切成り
立たないということになります。
　そこで、仮説を立ててシュミレーションし
ました。まず四大奉仕の活動の年間約60万と
クラブ奉仕の新会員に関する費用、10万円。
それから今までの従来の会員への祝い品等々
を本会計の処理では無く、特別会計で計算し
てみますと、本会計は繰越金が年間20万円ほ
ど、少し足らない感じはありますけれども、
１人会員が増えるとそこはクリアできる幅で
あろうかと。また、ニコニコ特別会計は、年
間60万ほど繰越金が増加をしていくという結
果になりました。
　まとめますと、昨年度はコロナ禍で事業が
行えず繰越金が増加し、年度当初のキャッシ
ュフローは改善をされました。ニコニコの意
義から、ニコニコで集まった善意の資金は全
額奉仕活動費とする。会費はクラブ費、事務
局費。また緊急義援金なども奉仕活動とみな
し、ニコニコから支出をしていけば、その都
度、さあどうしよう、会員からあらたに集め
ようかというふうな議論は必要なくなるとい
うことになります。
　また、もともとニコニコの収益構造として
会員の記念日等々で集めていきますので、こ
の記念品の支出は残すことになります。仮説
では本会計で約20万の繰越金が減少しますけ
れども、会員増強でそこは補えるでしょう。
それからニコニコは年間80万ほど残っていき
ますので、より質の高い高度な奉仕活動、例
えばですけれどもグローバル補助金が可能に
なるかも知れません。医師を派遣しましょう、
ドクター派遣しましょうみたいな活動も可能
になるのかも知れません。
　これらを実行するためには、事業費の一般
会計上での処理と特別会計の予算化が必要で
すというところになると思います。ここでも
う一度振り返っておきたいのはニコニコ箱は
善意の寄付金であるということと、それをク

　以前からの課題である「ニコニコをクラブ
運営に使うのはどうか、足りないのなら会費
を値上げしてはどうか」ということに関して、
次年度の予算立の時期になり、本年度の会計
の責任として、この問題を整理をして皆さま
方にご提案をしようということで、本日はお
時間をいただきました。
　そもそもニコニコ箱とは、クラブの定款に
も細則にも、ニコニコはこういうふうにして
使いますといったことは一切載っていません
し、高知市内の全てのロータリークラブの中
にも載っていませんでした。唯一、源流の会
というロータリーの考え方をこういうふうに
していきましょうということで、活動されて
いるグループの書物に出ていましたので、読
ませていただきます。
　「人道的奉仕活動の資金を集めるためのニ
コニコ箱は、日本特有のもので外国にはあり
ません。1936年に大阪ロータリーが始めたも
のといわれ、会員、家族、事業所の喜び事お
祝い事にかこつけて、ニコニコしながら献金
する制度です。ニコニコ箱は慶弔中心の募金
であるために非常に集めやすい利点がある反
面、目的別募金ではないためこれを消化する
ために、安易な寄付行為に流れやすく年次報
告書の中で○○へ援助といったような項目が
目立つようになって、他団体への寄付を禁じ
ているロータリーの原則に反することになる。
さらに、ほとんどのクラブでは本会計がひっ
迫してニコニコ会計に余剰金が出る状態から
いろんな理由を付けて、ニコニコ箱のお金を
本会計に流用するクラブが見受けられます。
任意の寄付金であるニコニコ箱の資金を本会
計に流用することは、会費負担の平等性に反
する行為であることをここで強調しておきた
いと思います」
　これを念頭に高知市内の他のクラブはどん

な感じなのか調べてみました。
　年会費の金額は、16万8,000円が南ＲＣと
東ＲＣ、高知ＲＣは16万円、中央ＲＣも同じ。
西ＲＣ17万6,000円、北ＲＣが18万のロイヤ
ルＲＣ16万。
　昨年度のニコニコの収入は、南ＲＣが260
万、高知ＲＣは160万。それを単純に会員数
で割ると東ＲＣは１人３万1,000円。南ＲＣ
さんも同じぐらい。高知ＲＣはわずか7,400
円。肝心の使途の部分では、東ＲＣは毎年大
体100万から120万円ぐらいを本会計に移して
クラブの運営資金、運転資金。あとはＳＡＡ
の各祝い品等々に出ています。一方、南ＲＣ
はニコニコは全額奉仕活動に使う。会費がク
ラブの運営費ですと明確におっしゃっておら
れました。
　高知ＲＣは運転資金として使っています。
昨年は50万動かしています。中央ＲＣからロ
イヤルＲＣまでは、基本として誕生日のお祝
い品であったりとか、中央ＲＣは野球部の資
金といった形で使っており、どうも高知ＲＣ
と東だけが明確にニコニコの使途が示されて
いない現状が分かりました。
　当クラブの会計は、一般会計、特別会計、
財産目録で成り立っていて、一般会計は皆さ
んからの会費を主たる収入とし、支出の部は
事業費、クラブ費、事務所費から成り立って
います。ニコニコは特別会計で処理されてい
ます。
　問題は特別会計の支出の部表示には「一般
会計へ事業費として」と以前から明記をされ
ているにもかかわらず受ける側の一般会計の
方の収入の部には「ニコニコ箱より振り替
え」というふうに書かれていますので、結果
予算を見ても決算を見ても、ニコニコが入っ
て一般会計の支出の全てに対して使っていま
すよというふうにしか見えない状況が、もと

ラブ費、事務局費に流用することは会費負担
の平等性に反しますよねというところで結論
付けたいと思います。
　来年の中平さん、西内さん、それから会計
の五百蔵さんがこれから来年の予算組に当た
って、検討していただいて、わかりやすい会
計処理をすると、ニコニコ箱を求めるＳＡＡ
側も、それを受けて善意の募金をする我々会
員も、ニコニコは奉仕活動に使われているっ

てことが明確にわかることが大切な気がしま
す。ご清聴ありがとうございました。
◇会長コメント
　寺村さんありがとうございました。提案と
いう形ですので、皆さんにお話しいただき、
皆さんの方でご意見があれば、寄せていただ
きたいと思います。本日のところはこれで終
わります。

◇出席率報告

　　

•寺村　勉　今日は会計からの卓話ありがと
うございました。今西さん、入会ありがとう
ございます。ＹＥＧ以来ですね、よろしくお
願いします。
•猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。実は先週、無断欠席してしまいました。
例会が休みと勘違いしていました。一生の不
覚です。「ボケちゃーせんかね」と女房から
言われましたが、そんなことはありません。
正月に医学論文を一つ書き上げています。
•前川美智子　「にっぽんの宝物」高知大会
にて（昨日開催）スイーツ・ドリンク部門で
ＴＯＳＡＣＯさんの「クラフトビール　榧の
森」で準グランプリをいただきました。３月
の東京の全国大会に出場できます。これも鬼
田酒店さんのお声かけのおかげです。
•浦田健治　先週、ネームプレートをつけた
まま帰ってしまい、本日それを忘れてきまし
た。ダブルブッキングです。とほほ…。

•岡　今朝男　新年１回目の例会から名札を
持って帰ってしまいました。お詫びにニコニ
コへ！
•𠮷永光男　石川さん、先週の土曜日「まさ
か」の「ごち」ありがとうございました。
「ヤル」いうたり「ヤメル」いうたり「行
け」いうたり「行くな」いうたり、ハッキリ
してもらいたい。
•土居祐三　石川さん、ご馳走様でした。い
つものことながらありがとうございます。ま
たよろしくお願いします。
•高橋典子　石川さん、ゴルフ後の懇親会ご
馳走様でした。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
•水谷直人　妻の誕生日の花をありがとうご
ざいました。
•五百蔵誠一　家内の誕生日の花をありがと
うございました。結婚して31年を過ぎていま
すが、一度も夫から花をもらったことない。
ロータリー様ありがとうございました。との
ことでした。
•今西　博　素晴らしい入会式をありがとう
ございました。今後よろしくお願いいたしま
す。
◇遅刻　１件

１月20日

１月６日

総数
－3 54

出席
42
欠席
6

メイク
アップ HC出席率

77.78％
出席率
88.24％3

例会取り消し
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
751,311円
33,500円
784,811円

10,659円
200円

10,859円

761,970円
33,700円
795,670円

チビニコ 合　計

１月20日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
２月７日㈰　東ＲＣゴルフコンペ
　　　　　　（土佐カントリークラブ）
２月10日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月24日㈬　役員会
３月３日㈬　定例理事会
・情報集会
　３月16日㈫～18日㈭　18：30～（得月樓）
　３月17日㈬　12：30～（ザ クラウンパレス）
３月17日㈬　ロータリー休日
３月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　２月４日㈭　創立記念夜間例会
高知北ＲＣ　　２月８日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月９日㈫　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月16日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　２月18日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月19日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月22日㈪　2月20日に振替
高知南ＲＣ　　２月25日㈭　ロータリー休日
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