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： 会員一人一人の好意と友情を深めよう
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本日のお客様は中津川市文化スポーツ部・中津川
市史編さん室、編さん員、西尾嘉夫様です。後ほど卓
話を頂戴します。よろしくお願い申し上げます。
中津川市史編さんといいますと私も縁がありまして、吉
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田三郎先生、青木好夫先生等がお見えになり数々の
資料をお貸し、お話を致しました。現在は下巻の近代編（平成１８年３月３１日発行）か
ら現代へと下巻の最終に進んでいるとお聞きしています。
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開会点鐘
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R ソング斉唱
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ゲスト・ビジターの紹介
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会長の時間
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食事と交歓

6.

出席率・ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽの発表

って参りたいと思います。また、中津川センターロータリークラブ３５周年のお礼を含め

7.

委員会・幹事報告

ての訪問です。私を含め板頭直前会長以下６名にて訪問してまいります。

8.

訪台報告

9.

卓話

今週の１８日（金）より２０日（日）まで姉妹提携である台湾、新荘ロータリークラブに表
敬訪問をして参ります。国際奉仕委員会の今年度の基本方針である新荘ロータリーク
ラブとの友好と絆を深め、また若い会員の方たちとのつながりを持つように友好をはか

さて、私事ですが２月１０日、長女に二人目が誕生しました。長女になります。これで
私の孫は４人目になります。孫は育てる責任もないので大変可愛くうれしい限りです。

10. 閉会点鐘

会員の動静ですが先般は小木曽孝司さんが入院されていましたが退院され例会に

今後のプログラム

も出席されるようになりました。現在は可児豊司さんが入院されています。一日も早く治

2/28

卓話（図書館）

3/7

合同例会（18：00 ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙ）

癒され例会に出席されますようお待ちしております。会員の皆様も時節柄くれぐれもお

ﾊﾞｽ利用者 17：30 駅出発

体を大切になさってください。
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卓話（会計）
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「

四ッ目川の扇状地の水

」

中津川市市史編さん員 西尾嘉夫

前回の出席率
2/14

出席免除者
2/7

村田テイゾウ都立大教授によると日本には約 650 の扇状地がある

84.44％ （38/45）

会員総数

様

（北海道除く。S38 年調べ）。
46 名

中津川は駅を降りると、恵那山に向かって坂で、扇状地となってい

3名

る（合併前中津川の人口約 53%が扇状地域内に住んでいた）。扇

補正 88.89％ （40/45）

状地の先を扇頂といい、中央部を扇央（宗泉寺〜黒沢川あたり）、

【メーキャップ】

すそを扇端（本町あたり）という。大雨などで土石が流され、扇状地は形成されるが、大石は扇央

勝野正彦君、南裕之君、板頭鈔三君

に留まるため地下水は深く、砂が流される扇端では水が出やすいのが特徴。 （次頁へ）

中田義昭君、古川和博君、垂見孝也
君（台湾新荘）
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ふ ろ め ん

そのため、清水町（旧字名では清水垣外）といった地名が付いた（風呂面、泉町など）。
過去にさかのぼると、出土品などから、原始時代は間の根〜中村、その後の稲作の時代には中小河川（黒沢川〜淀川、小淀川、くいぜ
川）近くに住んでいたと考えられる。江戸時代になると、中山道中心となる。なぜ中山道がそこに出来たか、については 3 つの理由がある
が、一番の要因として考えられるのは、水を求めて低い方（扇端）に人が下りていった為と思われる。参勤交代では、10 万石クラスはおよ
そ 250 人の武士が付く。彦根の殿様は、550 人もの武士を連れ、中津川の本陣、脇本陣、旅籠、民家を借りて、などで泊まることになる。
すると飲用水、炊事用水など大量の水が必要となり、それを解決するためにその場所になったのではないか。
はたけだ

扇央地域では、雨が降らないと水田が出来ないこともあり畑作をしていた（畑田という）が、稲作への思いから寛文 2 年（1662 年）古橋源治
郎が中津川第 1 用水路（王子製紙〜地蔵峠 5880 ㍍）を造る。それにより上金周辺（76 ㌶）が開けることにつながってゆく。
中津の井戸を調べてゆくと、掘り井戸（多く点在）、横井戸、てんす井戸（雨水を貯めて使用）の 3 つに分かれることが分かった。

公益財団法人ロータリー日本財団の認定と税制上の優遇措置に関するお知らせ
（2011 年 2 月 7 日）

公益財団法人ロータリー日本財団
一般財団法人ロータリー日本財団は、国際ロータリー（RI）のロータリー財団の協力財団
として、寄付者が日本において税制上の優遇措置を得るために設立され、H22 年 12 月
24 日に待望の認定を受けました。
公益目的事業の趣旨
1.

個人が海外留学するためもしくは海外から日本へ留学するための奨学金（グローバル補助金における奨学金）及びロータリー平和
フェローシップの付与

2.

非営利財団法人である国際ロータリーのロータリー財団の活動を支援するための、寄付金の提供

税制上の優遇措置
恒久基金への寄付につきましては、公益財団法人への寄付として法的に受け入れられるかどうかの調査中であり、現時点では税制上
の優遇措置の対象外とさせていただきます。従って、恒久基金への寄付金は国際ロータリー（RI）のロータリー財団寄付金口座へのお振
込みをお願いいたします。

2011年4月1日から変更

寄付金受入について

年次寄付
ポリオ・プラス
マッチング・グラント提唱者負担分寄付
グローバル補助金提唱者負担分寄付
その他の使途指定寄付

恒久基金

２０１１年４月１日より開始
公益財団法人への振込口座及び送金明細書に
ついては変更。後日お知らせ申し上げます。
ロータリー財団の認証
公益財団法人ロータリー日本財団への寄付は、全

（冠名基金・遺贈友の会
の寄付含）

年金
米ドル
オンライン寄付
税制上の優遇措置対象外

税制上の優遇措置対象

税制上の優遇措置対象外

・個人
・法人

・クラブ及び地区
・インターアクト
・ローターアクト
・その他団体

てロータリー財団の寄付として扱われます。認証及
び寄付累計も維持されます。なお、法人での寄付
は、ポール・ハリス・フェローなどの個人の認証を受
けることはできません。
国際ロータリー（RI）の
ロータリー財団

公益財団法人
ロータリー日本財団

振込先は別途お知らせします

振込先は別途お知らせします
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税制上の優遇措置
公益財団法人ロータリー日本財団への寄付は、特定公益増進法人への寄付として、所得税、法人税などの税法上の優遇措置がありま
す。
◇ 個人寄附の場合
一年間の特定寄附金の合計額から、２,０００円を引いた金額が、総所得金額から控除できます。但し、その年の総所得の４０％相当額が
限度となります。
（例）
年中の総所得金額が600 万円、特定寄附金の合計額が50 万円の場合、50 万円−2千円＝49 万8 千円が、総所得金額より控除
できます。（控除額49 万8 千円は、総所得金額600 万円×40％=240 万円の限度内となりますので、49 万8 千円全額が控除対象
となります。）
◇ 法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
（例）
資本金が１億円、年中の所得金額が1,000 万円の場合
（Ａ）一般損金算入限度額＝{(100,000,000 円×2.5／1000）+（10,000,000 円×2.5／100）｝×0.5= 250,000円
（Ｂ）別枠の損金算入限度額=（100,000,000 円×2.5／1000+10,000,000 円×5.0／100）×0.5= 375,000 円
従って、（A）（B）の合計金額（（Ａ）+（Ｂ）=625,000 円）の損金算入が認められます。
※ 優遇を受けるためには確定申告が必要です。 寄付金控除の制度、確定申告の手続き等につきましては、最寄りの税務署にお問い
合わせください。尚、一部の地域の方は、住民税の控除も受けられます。 対象の地域は都道府県、市区町村の条例で指定された
場合となりますので、お住まいの都道府県、市区町村にお問い合わせ下さい。
税制上の優遇措置の対象となる寄付領収書
◇個人による寄付

※所属クラブにまとめて送付します。

7 月から 12 月までの寄付

（合計 2 千円以上）→ 翌年 1 月末発送

1 月から 6 月までの寄付*（合計 2 千円以上）→ 同年 7 月末発送
◇法人による寄付

*但し、初年度は 2011 年 4 月 1 日から 6 月 30 日迄の寄付

随時（2 千円以上）
国際ロータリー日本事務局 財団室 TEL03-3903-3192 FAX03-3903-3781

Smile Box
 本日は中津川市市史編纂員の西尾嘉夫様を迎えての卓話です。西尾先生宜しくお願い申し上げます。
会長 勝野正彦、副会長

山本正博、幹事 南 裕之

 本日は中津川市市史編纂員であられます西尾先生に卓話を頂きます。先生には大変お忙しい折ご来訪頂きありがとうござ
います。

伊藤博行

 25 年連続皆出席を表彰頂きありがとうございました。

織田光好

 2 月 10 日に 4 人目の孫が誕生しました。女の子です。可愛いもんです。

勝野正彦

 先日、髙山の娘に女の子が誕生しました。5 人目の孫になります。
 妻の誕生日と結婚記念日を祝って頂きありがとうございました。

伊藤 隆
板頭鈔三

 社用にて 2 週間続けてお休みを頂き、誠に申し訳ございませんでした。お陰様で、2 月 9 日誕生日と結婚満 20 周年を迎
えることが出来ました。ありがとうございました。
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大野達哉

