
THE  ROTARY  CLUB  OF  HIROSHIMA  HATSUKAICHI 1

会報会報
 本年度会長方針 

「ロータリーに熱き思いを・仲間と共に」
例会日／毎週月曜日 12:30 ～ 13:30
例会場／広島サンプラザ　TEL（082）278-5000
会　長／上杉　昌幸　　幹事／松本　　猛

事務局

広島廿日市ロータリークラブ広島廿日市ロータリークラブ
THE  ROTARY  CLUB  OF  HIROSHIMA  HATSUKAICHI

〒 738-0015  広島県廿日市市本町 5番 1号
　　　　　   廿日市市商工保健会館 4F
TEL（0829）31-5490　FAX（0829）31-5491
E-mail ／ office20@h-hrc.com
URL／ http://www.h-hrc.com/

2020年

3～６月号
No.425

◆◆◆ ◆◆◆

会長退任あいさつ

　広島廿日市ロータリークラブの会員の皆様、私が会長を務めさせていただきました2019-2020年度も後、
数日になりました。先日当クラブの創立25周年記念式典をリーガロイヤルホテル広島に於いて開催いたし
ました。本来なら姉妹クラブの台北市南港RCの会員家族の皆様や先年度日本三景繋がりで友好クラブの締
結をしました、宮津RCの会員の皆様をお迎えして25周年祝賀会を開催する予定でした。残念なことに新型
コロナ感染予防対策により自粛を余儀なくされました。開催を延期することや密を避ける工夫として参加
者の制限等で何とか節目の創立25周年式典と祝賀会を開催することが出来ました。25周年開催にあたり周
年実行委員長の渡邊会員及び副実行委員の今川会員には大変お世話になりました。広島交響楽団の弦楽四
重奏はとても良かったです。
　さて、2019-2020年度は当クラブからグループ７のガバナー補佐として大藤会員を選出しました。今年度
IM（インターシティミーティング）担当クラブはグループ７が当番のため当クラブがホストクラブとして
IMを主催することになり大藤ガバナー補佐を中心として実行委員長の河内会員・副実行委員の高尾会員・
副実行委員の松本会員の皆様で準備を進めておりましたが、これも新型コロナの影響で中止を決定しまし
た。IMの開催中止の決定をしたのは政府会見の１時間前でした。実行委員会の決定は先見の明があったと
思います。その後各関係各所に連絡をいれて対応をしました。
　新型コロナ感染対策では南港RC王さんからフェースガードを寄贈して頂き広島県西部保健センターと広
島県警に贈呈をしました。また、米山奨学生の崔明福さんから家族で並んで購入されたマスクをクラブ会
員に送ってくれました。国を越えた友情に感謝します。
　クラブから会長に推薦された時に、私の希望としてクラブ幹事をさせてほしいとお願いをしました。こ
れは幹事をしないとクラブの事が分からないと思ったからです。副幹事は二度経験がありました。思った
通り情報が集中してとても勉強になりました。それと松野会員と参加したRLIです。簡単に言うとクラブリー
ダーの勉強会です。2017年に受講しました。過去当クラブの参加者は数名です。希望としてはロータリー
会員になってから数年経過した会員はRLIに参加するべきです。
　話を戻しますが本来なら2018-2019年度の会長の予定でしたが諸事情により１年ずれることになり急遽、
川口会員に会長をお願い致しました。川口さんから人事はわからんと言われ、仕方なく幹事を２年連続で
受けることとなり役員もほとんどスライドでお願いしました。他クラブの幹事から驚かれたのを覚えてい
ます。おかげで顔見知りが増えました。笑い
　そろそろ本題です。今年度クラブ退会者が11名になりました。その内逝去されたのは２名です。１人は
中本昭文さんです。とても豪快な印象の方でした。もう１人は有田晴好さんです。湘南ボーイの寡黙で上
品な方でした。会長をされた時に私が副幹事でした。年齢が同じでしたので特に印象に残っています。
　お二人のご冥福をお祈りいたします。
　退会される理由は人それぞれでしょう。会費を納めるのが難しいのなら理解できます。仕事が忙しいと
いう理由ならみんな忙しいのです。ご縁があって当クラブに入会したのです。私はご縁を大切にしたいと
思います。それとロータリー会員として楽しむ理由として広島廿日市ロータリークラブはRI2710地区のグ
ループ７に所属しています。グループ７は７RCがありグループ６も７RCがあります。合わせて広島14RC
です。グループ６・７で全会員数は1002名。2710地区全体で3329名の会員が所属しています。という事は
地区全体の会員３割がグループ６・７に在籍していることになります。当クラブは広島14RCの一員なので
す。だから会員は例会だけの参加だけではなく、毎年予定されている地区大会・IM・地区研修協議会に参
加して頂きたいと思います。参加を重ねるとロータリーへの理解が深まり退会をしようと思う気持ちが薄
まるのではないでしょうか。開催の日にちは早くから決まっています。是非予定表に入れてください。
　ロータリークラブは奉仕団体です。私は会費を納めるだけでも自分が社会に役に立っていると自覚して
います。広島廿日市ロータリークラブの会員・家族の皆様。諸事情で退会をされた仲間の皆様。この１年
本当にありがとうございました。感謝申し上げます。
　次年度からは地区委員として３年間地区のお世話をする予定です。本番は杉川年度になりますが会員皆
様のご協力の程、宜しくお願い致します。

令和２年６月25日　
広島廿日市ロータリークラブ　2019-2020年度　会長　上杉昌幸　



広島サンプラザ� 2020年３月２日第1042回

会長時間

会長　上杉　昌幸

卓　話

「新会員自己紹介」
　金川　竜也　会員

広島サンプラザ� 2020年３月23日第1043回

会長時間

会長　上杉　昌幸

卓　話

「IM および創立 25 周年式典の経過説明」
広島サンプラザ� 2020年６月８日第1044回

会長時間

会長　上杉　昌幸

卓　話

「フリートーキング」

広島サンプラザ� 2020年６月15日第1045回

会長時間

理事会報告
副会長　松本　　猛

卓　話

「コロナ関連の税制上の取扱い 
と経営支援制度」

　梶田　　滋　会員

１．コロナ関連　税務上の取扱い
（1）国税庁から公表された主な公表資料
　　① �国税における新型コロナウイルス感染症拡

大防止への対応と申告や納税などの当面の
税務上の取扱いに関するFAQ

　　 　（R2/6/12更新）� P.1 ～ P.4
　　② �国税の納税の猶予制度FAQ（R2/5/29更新）

� P.5 ～ P.10
　　③ �法人税及び地方法人税並びに法人の消費税

の申告・納期限と源泉所得税の納付期限の
個別指定による期限延長手続に関するFAQ
（R2/5/29更新）� P.11

　　注：FAQ：�「Frequently�Asked�Questions」の
略語（Frequently＝頻繁に）

　　　　　　　�よくある質問とその回答を集めたもの
　　　　Q&A：「Question�and�Answer」の略
　　　　　　　�その要素に「よくある」というも

のがない点がFAQと異なる
（2）国税関係
　　上記①②③でほぼ網羅されている。
（3）地方税関係
　　固定資産税・都市計画税の減免措置
　　　� P.12 ～ P.14

２．コロナ関連　経営支援制度
欠点：�国や地方公共団体がHPで公表しているが、

制度の全貌が分かり難い。
　　　�同じ説明を異なる資料で説明しているもの

が多い。
　　　�リンクをクリックしていると、振り出しに

戻ることがある。
全てではないが、全貌をまとめて各制度にリンク
させているHP
　首相官邸HP：「くらしとしごとの支援策」
　　→経済産業省へリンク� P.15
　中小企業基盤整備機構：「J-Net21」補助金融資等
の情報を整理→関連HPへリンク
（1）助成制度
　①持続化給付金� P.16
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誕生祝

奨学金授与 米山奨学生　王 子駿さん

誕生祝



　②家賃支援給付金→2020/6/5　
　　　第二次補正予算成立� P.17
　③雇用調整給付金申請費用の助成金：
　　　社保労士報酬の補助で廿日市市は20万円
　　　　� P.18
（2）融資制度
　①国の制度：日本政策金融公庫は保証協会
　　　　　　　の保証不要� P.19
　②広島県の制度：
　　保証協会の保証が必要� P.20 ～ P.21
� （以下　資料省略）

リーガロイヤルホテル広島� 2020年６月22日第1046回
創立25周年式典および最終夜間例会

会長挨拶

会長　上杉　昌幸

祝辞
2009－2010学年度ロータリー米山奨学生　崔明福

　廿日市ロータリークラブ上杉会長並びに会員の
皆様、ご無沙汰しております。2009－2010学年度
ロータリー米山奨学生　崔明福です。
　この度は、廿日市ロータリークラブ創立25周年、
誠におめでとうございます。こころよりお慶び申
し上げます。
　25年間、廿日市ロータリークラブは、奉仕の理
念に基づき、業界各界の方々との連携を図りなが
ら地域社会の繁栄と利益のため、水保全活動や薬
物乱用防止ヤングキャンペーン街頭奉仕活動など
数々の社会奉仕活動を積極的に進められてきまし
た。また、経済的に困っている世界各国からの留
学生に対する経済的な支援も長年続けていること
などに心から敬意を表します。
　しかし、日本、韓国、中国、その他世界各国で
猛威を奮う新型コロナウイルスの影響により、廿
日市ロータリークラブ創立25周年記念祝賀会が通
常通り行われず、本日、会員だけの夜間例会にな
ると伺っております。本来ならば、わたくしも祝
賀会での通訳として参加する予定でいましたが、
その約束を果たすこともできず大変心苦しく思っ
ています。機会がありましたらまた、ぜひ廿日市
ロータリークラブにおいて、会員の皆様にわたく
しの近況報告ができればと思っています。
　2019－2020年度廿日市ロータリークラブ会長の
運営方針は「ロータリーに熱き思いを・仲間と共
に」でした。そして、先日上杉会長からいただき
ました手紙には、わたくしのことを廿日市ロータ
リークラブの仲間として呼んでいただき、とても
嬉しく光栄に思っています。これからは、廿日市
ロータリークラブの仲間という名前に遜色のない

人間として生きていく所存です。今後ともどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
　最後に、廿日市ロータリークラブのますますの
ご発展と、会員の皆様のご多幸を心よりお祈り申
し上げ、お祝いの言葉といたします。

2020年６月22日
追伸：永井さんと河内さんは、　　　　　　　　　　　　　

今晩飲み過ぎないようにお願いいたします（笑い）。
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広島交響楽団　弦楽四重奏

♪ファーストヴァイオリン　　石井　郁子
♪セカンドヴァイオリン　　　和田八寿子
♪ヴィオラ　　　　　　　　　栄　　智宏
♪チェロ　　　　　　　　　　伊藤　哲次

連続出席祝
入会式

（江草善行会員）

役員記念品贈呈



広島県警察本部へフェイスシールド寄附

活動報告

県西部地域保健対策協議会へ 
フェースガード寄贈

（台北南港 RC との合同事業）

2020 年５月 25 日（月）

中国新聞６月５日付
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広島廿日市ロータリークラブ
上杉　会長様

謹啓
　梅雨明けが待ち遠しい今日この頃、貴社に
おかれましては、益々ご繁栄のこととお慶び
申し上げます。
　この度、新型コロナウイルスの猛威により
世界に不安と困難な状況が広がる目下の状況
では、一緒に学び、成長し、そして奉仕する
ことが非常に困難となっていますが、ロータ
リー団体の一員として注力できることは、な
るべく現況に対処できるよう当クラブならで
はの思いやりを支援させて頂きました。ウイ
ルスの状況が今後どのような経路をたどるの
かはまだ分かりませんが、フェースシールド
の活用により、少しでも短期的に症例数を減
らすための役割を果たすことができるといい
でしょう。
　私たちのほぼ全員にとって、これは前例の
ない挑戦です。しかし同時に、人びとと地域
社会を導き、世界を良い方向へと導くための
意義ある新しい方法を見つける機会ともなり
ますので、地元と世界中で地域社会に心のケ
アをしながら、健康と安全を第一にすること
で皆が一丸となって今を乗り越えるために、
離れていても手を差し伸べる方法を実践して
いきましょう。
　略儀ではありますが、皆様のご健康と貴社
のご発展を祈念しまして、書中をもってご挨
拶を申し上げます。

敬具　
2020年５月29日　

台北市南港ロータリークラブ　
初任会長　　　　　　　　　
親善委員会委員長　王東章　


