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〔会長挨拶〕倉持政宏会長   

 

皆さんこんにちは。

本日は先日インター

アクトで、韓国に行

かれた生徒さんに卓

話をしていただきま

す。先生、生徒さん

方々は中間テストの

お忙しい中お越しくださいました。本日は、大変楽し

みにしております。また、来年は地区の国際交流、イン

ターアクトが 30 年目という事で、益々インターアクト

の皆さんにもご協力を頂く機会が多くなると思いま

す。是非、お願いします。 

 さて、本日も税金の話しを少しさせてください。メ

ンバーの皆さんは、各方面で活躍をしておられ、褒賞

や勲章を頂けるケースがおありになると思います。ま

た、会社が創業何周年とか記念事業を行うケースも

あると思います。もう既に、そうした事業を行った方

も多いと思いますので、ご存知の方も多いと思いま

すが。事業の運営方法により税金が異なる事があり

ます。こうした事業を行うときは、取引先、関係者等の

方々をお招きし、その経費は、交際費として処理をし

なければなりません。現在の税法では、中小企業の交

際費の限度額を 400万円から 800万円まで拡大され

ております。400 万円の時は、その金額以下でも１割

は経費として認めておりませでした。現在は、それも

廃止されております。 

 前置はこの位にしまして、多くの会社が、創業記念

のお祝いを開催しますのでご参加を賜わりますよう

に、という連絡をいただきます。この場合、例えば記

念費用が 1,000 万円で、お祝い金が 400 万円だった

とします。この場合、交際費として 800 万円以上の

200 万円が経費になりません。また、お祝い金は全額

雑収入になってしまいます。ところが、これを会費制

の式典としますと、会費総額を超えた部分だけが交

際費とされます。従いまして、先程のケースですと、

1,000万円から 400万円を引いた 600万円が交際費

として処理をするだけで全額経費になります。つまり、

お祝い金を雑収入にする必要がなくなります。各社

で状況が違うとは思いますが、ひとつの選択肢とし

ていただければ幸いです。 

 本日は、北陽高校の皆さんには、ご無理をお願いし

ました事をお詫び申し上げ、会長挨拶といたします。 

 

 

〔お客様紹介〕  中山登司男  副会長  

久喜北陽高校  教  諭   田中様  

   〃  日韓交換学生  古谷真優さん 堀部幹奈さん 
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〔卓話〕  日韓交流学生  久喜北陽高校 3 年   古谷真優 堀部幹奈 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜北陽高校３年の古谷真優と堀部幹奈と申します。

この度は貴重な体験をさせていただきありがとう  

ございました。 

まず初めに、この韓国研修に参加できて本当に良か

ったと思います。たくさんの経験をすることができまし

た。１番印象に残っているのは、やはりホストファミリーと

の出会いです。国も、言葉も、環境も、すべて違う私たち

に、まるで本当の家族のように家に迎え入れてくれまし

た。お父さん、お母さんはまるで本当の娘のように接し

てくれました。そして、私たちをより楽しませようと、た

くさんの努力をしてくれました。本当に感謝の言葉しか

ありません。今度は私たちが恩返しできればいいなと思

っています。 

最初は初めての海外ということもあり、言葉もあまりし

ゃべれないので不安でいっぱいでした。ホストファミリー

との初対面のときも上手くやっていけるかわからず、楽

しみではありましたが、不安の気持ちのほうが大きかっ

たです。言葉が通じない中でどのようにコミュニケーシ

ョンを取ればいいのだろうと思っていました。しかし、何

を言っているのかわからないときは、一生懸命調べてた

くさん話しかけてくれたり、引っ張っていってくれたり、

私たちの気持ちをほぐそうとしてくれました。そのおか

げで不安はすぐなくなりました。 

２日目は交流会でした。現地の高校生たちとの交流は新

鮮でとても楽しかったです。何より、皆で一生懸命練習

したダンスなどを発表し、とてもいい思い出になりまし

た。互いの文化を紹介しあって分かち合うということは

とても素晴らしいことだと思いました。そこで２月に私

たちの家にホームステイしていた韓国の友達にも再会

することができて、とても感動的でうれしかったです。

この韓国研修に参加していなければ出会えなかったと

思います。 

３日目はエバーランドに行きました。その日はすごく寒

かったんですが、ホームステイ先のお母さんが心配して

上着を貸してくれました。感激でした。エバーランドは日

本でいうディスニーランドのようなところで私たちはと

ても楽しみにしていました。その日は人も少なく、たくさ

ん写真を撮ったり、いろいろなアトラクションを体験する

ことができました。とても怖かったですが、本当に楽しく

ていつの間にか帰る時間になってしまい、時間が短く感

じられました。 

４日目はホストファミリーとフリー行動をする日でした。

私はホストファミリーの人が学校の先生だったので、朝

早く起きて学校へ行きました。ソフトボールクラブの顧

問の先生だったので、一緒に朝練をやってとても楽しか

ったです。そのあとは授業をしなければならなかったの

で、先生のお友達の方と一緒に行動をしました。その日

初めて会ったのにとても仲良くなれて本当に楽しかっ

たです。チマチョゴリを着させてくれて、写真を撮ったり、

商店街を歩いたりして、とても新鮮でした。 

最後になりますが、関わってくださったロータリーの

方々、先生方、ホストファミリーのみなさん、現地の先生

方や学生のみなさん、そして私たちの両親、すべての

方々に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonbLXkYXUAhVBj1QKHdCOA40QjRwIBw&url=http://kirana1205.exblog.jp/23595560/&psig=AFQjCNEyqbP3F7V1p44KJWMvaZYvAwo9jg&ust=1495598733890939


米山奨学生  代さんよりお手紙とお菓子が届きました！ 夢川善裕会員  

 

〔幹事報告〕   

◎例会案内 

月 日 例会 卓 話 会 場 

5 25 
夜間

例会 

5 月誕生祝… 河野富美男会員、黒須久雄会員、 

       斉藤 文平会員、新井 博会員 

＊送迎バスあり＊ 

久喜/au 前 17:00 発→菖蒲/あやめ会館 17:30 発 

田口屋 

18:00～点鐘 

6 1 
通常 

例会 

卓話：田村パストガバナー 

終了後、理事会役員会 

三高サロン 

12:00～食事 

12:30～点鐘 

◎年会費納入・自動振替について  

年会費の納入を自動振替に変更をご希望の方は、申し込み用紙が 

ありますので、事務局までお問い合わせください。 

 

◎次年度委員会活動計画書について （部門委員長・委員長）  

部門委員長、委員長は、活動計画書を 5 月 25 日（木）までに、 

ＦＡＸまたはメールにて事務局までお願いいたします。 

 

 
久喜ＲＣの皆様 

お元気ですか？ 
昨年は、大変お世話になりました。 
社会人になって、1 か月が経ちました。忙しかったですが、楽しかったです。 
初任給を最近もらいました。初めてのお給料で、家族とお世話になった皆様にプレゼントを 
差し上げます。ささやかな気持ちですが、どうぞ召し上がって下さい。 
 5月 1日と 2日は、有休をとりました。それで 9連休ですが、勉強すべきものが多くて、 
有休をとったにもかかわらず、会社に行きました。（笑） 
 今日も、できれば例会に行きたかったのですが、部門の同期と、発表の打ち合わせをしなければ 
なりません。皆様、私がいるお気持ちで、おせんべいを召し上がってください。（笑） 
 
 社内には、茶道部があります。4月末、茶会に参加し、その場で入部しました。（ちなみに、 
就職活動の際、IBM社内に茶道部があることを知り、それが私が IBM に志望する理由の 
1 つでした。） 
 学校の茶道部は、皆学生でしたが、社内の茶道部に入部し、先輩は 30代、40代…の 
上司の方がいらっしゃるので、本当に緊張します。明日は、初めてのお稽古です。頑張ります！！ 
ボーナスがでたら、お着物を買いたいです。福田さん、宜しくお願いします。（笑） 
 ほとんど勉強で過ごす GWですが、よく友達と会うので楽しいです。皆様も GW を楽しんでください。 
 皆様のご健勝を心からお祈りしております。 

代 莉 
次の近況報告をお待ちください。（笑） 

To be continued・・・・・・・         2017.5.2 
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〔委員会報告〕  

◎社会奉仕委員会  金田仁志会員  

  ☆ゴミゼロ運動  ５月２８日（日）８時～ 久喜駅東口  

 

 

◎財団ポリオ委員会  伴  光治会員  

 

募金ボックス 30,189 円   

（5/18 現在）  

 

       
 

 

 

〔スマイル報告〕  SAA 新井  博会員  

（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

 

〔出席報告〕  
 

 
                           

例会お待ちしています！  

☆倉持 政宏会員： 北陽高校の皆様、本日はありがとうございます。 

☆平澤 道男会員： 欠席のお詫び。 

☆福田美喜男会員： 今朝、胃カメラを飲みました。異常なしです。 

☆冨田 英則会員： いつもお世話になります。 

☆天野 正幸会員： 面倒かけます。 

☆夢川 善裕会員： 北陽高校の皆様、ようこそ。よろしくお願いします。 

☆伴 光治 会員： 本日もよろしく。   

☆野口はやみ会員： インターアクトの皆さん、先日はお疲れ様でした。 

☆進藤 和夫会員： ３人目の孫が産まれました。 

本日の合計 ￥ 21,000    

前回まで ￥ 1,082,000  

累 計 ￥ 1,103,000  

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 

本日出欠 48 11 20 5 12 67.57％ 

点鐘  
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