
２０１８－２０１９年度  第 29 号     ２０１８-２０１９年度 国際ロータリーのテーマ 

 

 

例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 高 橋   護 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 菊 地  貴 光 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  宮 坂  真 志  

創   立 平成２年５月２２日 

                                 

第 １３８１ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 令和元年 6月 4日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・ロータリーの目的・四つのテスト 坪井明職業奉仕副委員長 

・司会者名 山川純也出席・会場副委員長 ・発行月日 令和元年 6月 18日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

  皆さまの経営されている会社は株式会社でしょうか？

有限会社という人もいるかもし

れません。合同会社、という人

はまだあまりいないかもしれま

せん。株式会社の設立には今ま

で幾度となく携わってきました

が、今年になって初めて合同会

社の立ち上げの仕事をしたので、

改めて合同会社について調べた

こともあり、今日はその話をしたいと思います。合同会社

の設立件数は、平成２１年が５，７７１件、平成３０年度

は２９，０７６件です。ちなみに株式会社の設立件数は、

平成２１年が７９，９０２件、平成３０年は８６，９９３

件です。合同会社ってどういう会社か、特徴がいくつかあ

りますので主な特徴は挙げていきたいと思います。まず、

出資をする人と経営する人が同じなので、迅速で柔軟な経

営ができます。株式会社は原則として出資する人と経営す

る人は別です。次に、会社設立時と会社維持のコストが株

式会社に比べて低いです。株式会社を設立する際には、定

款を作成し公証役場で認証手続きをとる必要があります。

この認証費用として５万円ちょっとかかります。また、株

式会社設立登記を申請する際に法務局に納める登録免許税

は最低でも１５万円です。合同会社は定款を作成する必要

がありますが、公証役場の認証手続きの必要がありません。

ここで約５万円の節約ができます。また、設立登記をする

際に法務局に納める登録免許税は６万円です。株式会社を

設立する際の実費は約２０万円に対し、合同会社の設立実

費は６万円です。維持コスト関しても、合同会社は役員の

任期は無いため役員変更登記の費用もかかりませんし、決

算公告の義務も無いので、その費用もかかりません。ここ

が合同会社の最大のメリットだと言ってもいいかもしれま

せん。メリットを紹介してきましたが、デメリットは何で

しょうか？合同会社は上場できない、というデメリットも

ありますが、一番のデメリットは合同会社の認知度が低い

ということです。認知度が低いため、信用度も低いと言わ

れています。数が少ないので認知度もなかなか上がりませ

んが、その理由の一つとして合同会社にパススルー課税が

適用されなかったためと言われています。取引先や世間の

信用を気にするのであれば、合同会社ではなく株式会社を

お勧めします。 

 

 

結婚・誕生祝い 
 誕生 高橋護会員（14日） 

 田中のり子会員    

（23日）   

 結婚 坪井明会員・ 

恵夫人（18日） 

     

幹事報告        
菊地貴光幹事  

 1．ロータリー財団日本事務局から

財団室ニュースが届いています。 

 2．次年度各部門のセミナーの案内

が届いていますので、対象の方は

出席をお願いします。 

 

 

委員会報告 
 ■次年度会費について      坪井明会長エレクト 

  次年度の会費は、男性会員は年間 24 万円、女性会員は

12 万円で、それに加え 30 周年記念式典費用として 2 万円

をプラスになります。 

 

クラブ協議会       一年間の総括 

会場監査（SAA） 山崎晶弘 

 基本方針の「明るく楽しく」は中

クラブの伝統であり、フレンドリー

に行えた。会員それぞれの皆さんの

ご協力によるものであり、良き慣習

は次年度に継承したい。会員増強は

なかなか難しかったが、出来ない理

由を言うのではなく、どうしたら出来るかを考え、同じ志

を持った仲間として頑張りたい。 

会計監査 武藤正雄 

 非常に正しく会計が行われており、これ以上直すことは

ない。 

次月・次週インフォメーション 

６/１８  通常例会 

６/２５  年度西遊例会 

 

 



会員増強・退会防止委員会委員長 山下良雄 

 今年度は大変でした。申し訳ない。来年度に期待します。 

管理運営部門長 仲文成 

 副部長の古賀さんが多忙のため、今年度で退会、残念で

す。自分も忙しく、なかなか

思うように動けなかったので、

この反省を生かし、次年度に

頑張りたい。 

クラブ奉仕・プログラム委員

会委員長   中村隆雄 

 会員の皆様のご協力の元、務めることができました。感

謝しています。 

親睦委員会委員長 田中のり子 

 毎回の企画の際には、ご協力ありがとうございました。

一つ、苦言を。他の委員会と一緒の会合だとやりにくい面

がある。 

職業奉仕委員会委員長 浅田修司 

 「四つのテスト」及び「卓話」は計画的に行うことが出

来、良かった。職業見学会は、多忙でなかなか出来なく、

来年への宿題です。 

社会奉仕委員会委員長 小池和義 

 滞りなく済むことができた。市民まつりに関しては、定

期的に会合に参加しなくてはならなかったが、自分が都合

が悪い時には、菊地幹事に助けていただいた。皆様、ご協

力ありがとうございました。 

国際奉仕委員会委員長 山川純也 

 食文化交流会では、至らな

い点が多々ありましたが、当

日色々ご尽力いただき、あり

がとうございました。ケガ事

故なく終了でき良かった。６

月の台北百城クラブ訪問は、これからですが、少人数でも

気を引き締めて無事完了できるよう、努めたい。 

ロータリー財団・米山記念奨学金部門長 浅田修司 

 趣旨をご理解いただき、寄付

を募るのが仕事。現在５名と少

し寂しい状況です。金額の大小

よりもより多くの方にご賛同い

ただけるよう、最後までご協力

をお願いしたい。 

米山記念奨学委員会委員長 坪井明 

 地区の勉強会にも出席させていただいたが、まだまだ勉

強不足で皆様へのお願いが出来なかった。来年度につなげ

たい。 

高橋護会長から総括 

 会員増強については、会長監事会

で毎回、ガバナー補佐から質問され

ます。他のクラブでもうまくいった

とところと厳しいところに分かれて

いる。東クラブは今年度頑張ったが、

その話を聞くと、仕事のつながり関

係が多いようなので、皆さん積極的に声掛けをお願いしま

す。クラブ奉仕・プログラム委員会は中村さんに頑張って

いただき、卓話も多く、例年以上に充実した例会を行うこ

とが出来たと思っています。秋元さんが積極的にロータリ

ーに関わっていたので、出席・会場委員会の委員長をお願

いしましたが、期待通り、例会の司会など行っていただき

ました。親睦委員会では、会長監事の不手際をお詫びしま

す。親睦の機会は多く、親睦が深まったと思います。社会

奉仕委員会では、今年も市民まつりのレンジャーショーを

担当出来、例年以上に多くの子どもが楽しんでくれたと思

います。国際奉仕では、例年以上の負担があったと思いま

すが、食文化交流会では、何度も打ち合わせに足を運んで

いただき、盛大に催すことができました。ロータリー・米

山奨学金に関しては、これも会長監事会で毎回質問され、

かなり寂しい思いをしますので、今後は出来る限り寄付を

増やしていきたいと思いますので、ご協力お願いします。 

  

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 今年度も残りあと一ヶ月となりました。最後までよろし

くお願いいたします。             高橋護 

 年度の最後の月になりました。残りわずかですが、よろ

しくお願い致します。            菊地貴光 

 今日もよろしく。             武藤正雄 

 早いもので 6 月になりました。本日もよろしく。  

 山下良雄 

 暑くなりそうです。ご自愛下さい。      仲文成 

 梅雨入り前の貴重な晴天ですネ！      山崎晶弘 

 6 月に入り「梅雨（つゆ）空」を迎えようとしています。

世間では今、「なつぞら」に注目が集まっています。すみま

せん TV の話しでした。今日も宜しくお願いします。   

坪井明 

 本日、理事会、例会よろしくお願いいたします。   

中村隆雄 

 6/21～6/23 台北百城クラブ訪問よろしくお願いします。  

 山川純也 

 本日も御世話になります。        田中のり子 

 あついですね～。なぜか３㎏ふえました。汗を３㎏出し

ます。今日は少し早目に失礼します。みなさま夏バテに気

をつけましょう。              浅田修司 

本日もよろしくお願いします。       小池和義 

 

 

■出席報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

 

 

 
 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

19 名 1 名 12 名 3 名 3 名 83.3％ 


