
第 1899 回例会 

2 月 28 日 №31 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

    

個人型確定拠出年金の愛称が「iDeCo（イデコ）」 

に決定しました。 

＜確定拠出年金とは？＞ 

○確定拠出年金は、2001年に施行された確定拠出 

年金法により導入可能となり、原則 60才まで 

毎月一定額を拠出（積み立て）し、加入者自身 

が運用する商品を決めて、老後資金を作る年金 

制度です。 

   ○将来受け取る年金額は、運用成果によって変動 

します。 

    ○拠出する金額が確定していることから「確定拠 

出年金」と呼ばれ、DCや 401Kとも呼ばれる。 

    ○企業型と個人型の 2種類あります。 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
中山 徹男 

＜企業型と個人型の違い＞ 

 企業型 個人型 

加 入 

制度導入は会社が決定。導

入すれば原則全員加入。

（選択制の場合は任意） 

加入は個人の 

自由。 

誰がお金を

出すのか？ 

会社。マッチング拠出によ

り、個人の上乗せができる

場合がある。選択制は個人 

個人 

運用商品 
会社が決めた、運営管理機 

関の選定商品から選択 

個人で金融機関 

を決めるので、自

由に選べる。 

口座管理 

手数料 
原則会社が負担 個人 

 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 
    ＜確定拠出年金の加入者数は？＞ 

○企業型年金加入者数：約 5,882 千人（平成 28 

 年 11月末現在速報値）実施事業主数 24,738社 

○個人型年金の加入者等（平成 28年 11月末現在） 

・第 1号加入者  76,433名 

・第 2号加入者 223,068名 計 299,501名 

＜企業型ＤＣ（選択制）のメリット＞ 

給与体系の変更（給与支払金額に変更なし）→ 

「将来」受けとる場合：税や社会保険上、今の報 

酬とは判断されない→ 社会保険料・所得税等の 

対象外となる。 

＜個人型ＤＣ（選択制）のメリット＞ 

３つの税制優遇措置 

①掛金が全額所得控除されます。 

②運用益も非課税で、再投資されます。 

③受け取る時にも、税制優遇措置があります。 

 一時金として受け取る場合は「退職所得控除」 

 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」 

＜個人型ＤＣの加入範囲及び拠出限度額＞ 

・自営業者等 年額 81.6万円（月額 6.8万円） 

       国民年金基金との合算額 

・専業主婦等 年額 27.6万円（月額 2.3万円） 

・企業年金等に加入していない方 

 年額 27.6 万円（月額 2.3 万円） 

・企業年金等に加入している方や公務員、私学共 

 済加入者の方 年額 24.0万円（月額 2.0万円） 

   または年額 14.4 万円（月額 1.2万円） 

＜個人型ＤＣの給付＞ 

 老齢給付金 障害給付金 死亡一時金 

給
付
方
法 

5 年以上 20 年以内の有期年金。 

※年金の全部または一部を一時金とし

て受け取ることも可能） 

一時金 

給
付
要
件 

加入期間に応じて、

受給できる年齢が異

なります。 

10 年以上→60 歳 

8 年以上 10 年未満→61 歳 

6年以上 8 年未満 →62歳 

4年以上 6 年未満 →63歳 

2年以上 4 年未満 →64歳 

1年以上 2 年未満 →65歳 

70 歳に達する前

に傷病によって、

一定以上の障害

状態になった加

入者等が、傷病が

続いた状態で一

定期間（1 年 6 カ

月）を経過した場

合、受給可能 

加入者が死 

亡した時、そ 

の遺族が受

給可能 

 

 

 

＜加入する時の留意点は？＞ 

①運用は加入者自身で行います。 

 金融商品の選択、運用は加入者自身の責任で行 

い、受け取る額は運用成績により変動します。 

②原則 60歳まで、引き出すことができません。 

 ＤＣは老後の資産形成を目的とした年金制度だ 

 からこそ、税制優遇措置があります。 

③口座管理手数料などがかかります。 

 加入時の手数料や毎月の口座管理費などの各種 

 手数料があります。⇓ 

     「金融機関の選択は慎重に」 

（紙面の都合上、一部要約にて掲載） 

 

 

早いもので、明日から 3月 

になります。寒暖の差が激し 

くなる時期ですので、体には 

十分に気をつけて下さい。 

「2/22 日会長幹事会の報告」 

①2/4日 第 5グループＩＭ。 

終了後、いろいろと物議が 

交わされているようですが 

ＩＭは第 5グループが行う 

もので、担当クラブのみが行ったものではない 

ということのようです。 

②現・次年度ガバナー補佐の引継ぎを実施。 

③第 2回新会員の集いが 2/14日に開催され、82 

名の参加。5/20日に地区主催の集いを開催。 

④次年度クラブ指導者に向けた「公共イメージセ 

ミナー」を 3/8日に開催。会員増強が進展して 

いないので、下期も積極的に取り組んでほしい。 

⑤ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞｲﾅｰｽｸﾗﾌﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞの申込み推進。 

⑥女性会員増強セミナーが 3/4日に開催。 

⑦規定審議会への決議案提出の要綱について。 

⑧PETS が 3/14日に開催。 

⑨「地区研修協議会」が 4/16日に開催。 

⑩会員数、Ｒ財団・米山寄付について。 

当クラブは財団寄付は現在実施していると報告。 

⑪次年度地区大会は、9月 17日（日）、18日（祝） 

 グリーンホールとセンチュリーホテルにて開催。 

⑫4/1～/2 日の桜祭りに参加。今まで風船でしたが、 
今回から募金者に組紐セットをプレゼントする。 
 



  

 

⑬次年度青少年交換学生の受入れクラブは中 RC。 
 受入れ高校は桜美林高校で調整中。ハンガリー 
 より男子生徒。 
⑭第 5 グループ親睦ゴルフコンペ（4/20 日）は、 
台湾訪問の前日により、当クラブは欠席にて。 

 
「空飛ぶシューズプロジェクト」ですが、小中学 
校 5 校の PTA 会長と打合せをしました。大変良 
いことなので、参加・協力をして頂けそうです。 

あとは学校の対応と、卒業生に限らず全学年に 
    対して行いたいとのこと。成長期なので、すぐに 
    履けなく靴が各家庭に 2～3 足はあるそうです。 

 相模原グリーン RC より、5/5 日に「子供のた 
めの音楽会」を開催。各クラブに廻って、PR を 
する予定とのことです。 

 
 
●櫻内会長、早川幹事 
①本日の卓話、中山会員楽しみです。宜しくお願い 

致します。 

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

    ●竹田 繁会員 

        入会記念日を祝って頂きまして、誠にありがとうござ

います。 

●阿部 毅会員 

      ①卓話の中山会員、難しそうなテーマですが、判りや 

すくお願い致します。 

      ②入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

      ③本日は職業奉仕のため、少し早めに失礼します。 

●小野 孝会員 

        入会記念日祝の竹田さん、田所さん、甲斐さん、 

阿部さん、早川さん、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①２月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②卓話の中山さん、楽しみにしています。宜しくお願 

  いします。 

●中里 和男会員 

①中山さん、卓話楽しみです。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。      

●田後 隆二会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②諸隈さん、増強スピーチありがとうございました。 
 

 
 

●大塚 正浩会員 

①先週は妻の誕生日お祝をありがとうございました。 

②２月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①２月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②中山さん、卓話楽しみにしています。 

●伊倉 正光会員 

①中山会員の卓話、楽しみにしています。 

②入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。   

②本日の卓話、中山先生、宜しくお願い致します！ 

●菊地 啓之会員 

①中山会員、本日の卓話ご苦労様です。 

②入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②中山会員、卓話楽しみにしています。 

●阪西 貴子会員 

①入会記念日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②卓話の中山さん、楽しみにしています。よろしくお願 

致します。 

●池之上 和哉会員、瀬戸 裕昭会員 

①本日、入会記念日祝を受けられる会員皆様、おめ 

でとうございます。 

②卓話の中山会員、宜しくお願いします。 

●小崎 直利会員 

①２月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます！ 

②本日の卓話の中山会員、宜しくお願いします。勉強 

させていただきます。 

●大井 達会員 

①中山会員、本日の卓話よろしくお願いします。老後 

の暮らしが増々判りにくくなっていますね。 

②２月お祝の皆様、おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①今月の入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②中山会員、卓話楽しみにしております。よろしくお願 

い致します。    

●諸隈 武会員 

①入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②中山会員、本日は楽しみしています。 

今年度のスマイル累計額 ８０５，３３５円 

 



 
 

 

＜委員会報告＞ 

    ●増強ショートスピーチ          諸隈 武 

   以前、知り合いに声を掛け 

  て断られており、それから気 

  が抜けておりました。また、 

  本日のスピーチを機に、増強 

  をイメージして取り組んでい 

  きたいと思います。 

        （概要にて掲載） 

    ●㝡住会長エレクトより 

   本日、お手元に次年度委員 

  会組織表（案）を配っており 

  ますが、ご意見や変更依頼な 

  どありましたら、次週例会ま 

  でに私か次年度幹事まで申し 

  出下さい。何もない場合は、 

  この組織表で決定とさせて 

  頂きますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・竹田  繁会員 1982 年２月 ２日 

・田所  毅会員 1991 年２月２６日 

・甲斐 美利会員 1991 年２月２６日 

・阿部  毅会員 1994 年 2 月 8 日 

・早川 正彦会員 2011 年 2 月 1 日 

       

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①２０１７年 地区研修協議会のご案内 

次年度のための研修会を、小田原北 RCをホス 

トとして開催致します。尚、貴クラブ在籍の 

現・次年度地区役員やリーダー、サブリーダー 

につきましても、登録料をお願い致します。 

 日時：4月 16日（日）12:30～全体会議 

14:20～分科会 17:30～懇親会 

場所：立花学園高校（足柄上郡松田町） 

登録締切：3月 15日 登録料；1人 8,000 円 

出席義務者：（以下、次年度）会長、幹事、会 

長エレクト、クラブ奉仕・広報雑誌・会員増強 

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・ 

ロータリー財団・米山奨学の各委員長、クラブ 

研修リーダー、新会員（2015.7月以降入会者） 

２．千曲川 RC より、創立 30 周年式典のご案内 

日時：4月 23日（日）11時～式典 12時～祝宴 

場所：篠屋旅館（佐久穂町）   

会費：7,000 円  登録締切：4月 3日 

例会プログラム 

３月 ７日卓話 藤本 恵介会員 

     定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  伊倉 正光ＳＡＡ 

斉  唱  「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 諸隈 武会員   

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：瀬戸 裕昭 副委員長：池之上 和哉 

 委員：中里 和男、永保 固紀、竹田 繁 

    小崎 直利、大坪 征弘、大井 達 

    中山 徹男、藤本 恵介、山崎 順子 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 26名） 事前メイク者 

３６名 ３０名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/14) 

２名 ９３．７５％ １００％ 


