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２０１３年８月２８日　第２１１６回例会　VOL. ４５　No. ８

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　それでこそロータリー
　　　ＳＬ　千葉　和裕

■出席報告

　 
■本日の欠席者
なし

■他クラブ出席者
山崎 (地区 )

■ビジター
佐藤　利明殿（横浜鶴峰 RC）

■皆出席者表彰
関口　友宏会員      39 年

田川　富男会員       2 年

■会長報告
　朝晩といくらか暑さが収まって、寝苦しい

夜から解放されつつあります。もう一息で例

年にない暑さから抜け出ることができそうで

す。

　8/24 ㈯午後４時より、交換留学生のナム

フォンさんの歓迎会を旭ホーム屋上で開催予

定でしたが、ゲリラ豪雨の予報があったため、

急遽三ツ境駅前の焼肉屋で行いました。ご参

加された方々お疲れ様でした。鶴峰 RC より寺

尾さんにご参加して頂きました。ナムフォン

さんもいよいよ来週から旭高校に通学です。

早く良い友人ができることを祈っています。

　夏の甲子園も前橋育英の優勝で幕を下ろし

ました。今は世界柔道で日本人選手が毎日の

ようにメダルを獲得しています。不祥続きの

柔道界を元気づけるためにも頑張って欲しい

と思います。

　昨日、関口災害復興支援部長、千葉社会奉

仕委員長、新川クラブ奉仕委員長と共に岩沼

RC に伺ってまいりました。詳細は後ほどご報

告があります。津波の塩害により稲作が出来

なかった水田も徐々に復活して来月には刈り

取りできる稲穂が頭を垂れつつある風景は、

地元の農民の皆様の不屈の努力と自然の力の

偉大さを感じました。いつ伺っても温かくお

迎え頂き、とても居心地の良い時間を過ごさ

本日の出席率　 100％

本日の出席数     32 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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せていただきました。相互の親睦・交流の中

から生まれてくる奉仕活動を継続していきた

く、会員皆様のご協力をお願い致します。

○地区関係

１）職業奉仕委員長会議

日時　８月 30 日㈮ 15:00 ～

場所　ソシア 21

　漆原委員長、宜しくお願い致します。

２）交換留学生帰国報告会兼歓迎会

日時　９月７日㈯

場所　聖光学院

　後藤会員、青木会員と出席してまいります。

３）R財団セミナー

日時　９月９日㈪ 15:00 ～

場所　ソシア 21

　新川会員と出席してまいります。

○クラブ関係

１）内田増強委員長より FAX も含めお願いし

ておりますが、9/18 の体験例会まであと３週

間となりました。お心当たりのある方、特に

入会３年未満の方々にはお知り合いをお連れ

頂きたく宜しくお願い致します。

２）9/4 ㈬ 18:30 ～クラブ事務所で理事役員

会を開催します。理事役員の会員の皆様、宜

しくお願い致します。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○大和ロータリークラブ

日時　９月 10 日㈫→９日㈪点鐘 12:30

　　　ガバナー公式訪問に振替　

場所　北京飯店

■青少年委員会　　　　　　      　青木　邦弘

　8/24 に無事ウエルカムパーティーを実施致

しました。前日に後藤会員より当日は雨との

予報で急きょ、三ツ境の焼き肉屋で予算内で

実施致しました。

■５分間情報　　　　　　　　  　今野　丁三

○消費増税と社会保障の一体改革

　昨年８月、民主党政権下で３党 (民主、自民、

公明 ) 合意により、経済状況の好転を条件に

消費税の増税が決定された。

　消費税 ( 外国では付加価値税などといわれ

ている ) が導入されたのは、平成元年で当初

は３％であったが、８年後には５％に引き上

げられた。当時はバブルがはじけつつあり、

増税前に住宅着工の駆け込み需要などで威勢

が良かったが、増税後はその反動で前年度よ

り 20％近く減少し、景気を冷やす一因となっ

た。それを想定し、住宅ローン減税等を行っ

たが、その効果はあまりなかったと思います。

　日本の 25 年度一般会計歳入総額が約 93 兆

円 ( うち国債発行分が約 42 兆円＝ 46％ ) で、

そのうち租税収入は、43 兆円、消費税の税

収が約 10 兆円であった。これは一般会計の

11.5％、税収の約４分の１という国家予算に

占める割合はいかに大きいかということです。

今回は来年４月より８％、再来年 10 月より

10％となるわけですから、消費税はいかに税

収入に占める割合が大きい税であるかわかり

ます。

　今のところアベノミクスが順調に走ってお

り、

①本年４月～６月のGDPの成長率が年率2.6％

（１月～３月　4.1％）

②住宅着工は１月～６月の前年対比 8.6％増

大手ハウスメーカーは約 20％増とか

③素材メーカーも値上げを実施しているよう

だ。

④主要証券会社は 30％前後増益、BANK も不良

債権処理の赤字を補填でき、久し振りで法人

税を納付することになったそうです。

　最近は、消費税の増税と社会保障関係が毎

年１兆円ずつ増加するとかの話題でもちきり

です。

　一方、増税は当分延期だとか、年１％、５

年で５％増税し、10％にすべきだとか。しかし、

政府税調は予定通り実施すべきと決めたよう

です。また、今週は (8/26 ～ 8/31) 各界の代

表者や経済の専門家など 60 人から「今後の経

済財政の動向」について意見を聞き、安倍首

相はその報告書も参考に消費増税を最終的に

判断したいとか…。

この状況ですと、消費増税と社会保障改革案

は 10 月の臨時国会と１月の通常国会で予定通

り可決されると思います。

　なお、消費税には、建物、設備工事、賃貸借、
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リースそしてサービス業などにも経過措置が

ありますので注意してください。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤利明殿 ( 横浜鶴峰 RC) ／お世話になりま

す。我がクラブの現状でいろいろご心配をい

ただきまして有難うございます。ご相談がて

らお伺いいたしました。

安藤　公一／①鶴峰 RC の佐藤会長、ようこそ

いらっしゃいました。②内田会員増強委員長、

本日の卓話、宜しくお願いします。③関口さん、

千葉さん、新川さん、岩沼出張お疲れ様でした。

福村　　正／①鶴峰 RC 佐藤会長をお迎えし

て。②内田さん、卓話宜しくお願いします。

関口　友宏／皆出席賞を頂き、ありがとうご

ざいます。

田川　富男／皆出席を頂きまして、ありがと

うございます。皆さんのおかげで 100％です。

今野　丁三／５分間情報をやらせていただき

ます。よろしく…。

吉原　則光／①内田さん、本日の卓話よろし

くお願いします。②ロータリーの友８月号に

俳句・川柳が入選し、両手の花にびっくりし

ました。そこでニコニコは倍増しておきまし

たのでよろしく。

齋藤　善孝／佐藤鶴峰 RC 会長ようこそ。

兵藤　哲夫／竹駒神社、金運小判。千葉さん

ありがとうございました。これで小銭には不

自由なし！信じるしかない。

五十嵐　正／岩沼 RC へ訪問の皆様、お疲れ様

でした。土産話楽しみにしております。

内田　　敏／岩沼 RC に行かれた安藤会長、関

口会員、千葉会員、新川会員お疲れ様でした。

その後の様子はいかがでしたか？

安藤　達雄／①岩沼ロータリークラブへ行か

れた４名の方々、会長、関口さん、新川さん、

千葉さんご苦労さまでした。②内田さん本日

の卓話ごくろうさまです。

太田　勝典／①鶴峰 RC の佐藤会長ようこそ。

②青木さん、ベネファクターへの寄付に感謝。

山崎　良三／内田さんの卓話楽しみにしてま

す。

青木　邦弘／①安藤会長、関口会員、新川会員、

千葉会員岩沼ご苦労様でした。②内田さん卓

話期待しています。

倉本　宏昭／①鶴峰 RC 佐藤様ようこそ。②来

月から半年間休養の為休ませていただきます。

佐藤　真吾／①先日の交換留学生ナムフォン

さんのウエルカムパーティーにご参加の皆様、

ご苦労様でした。②内田さん、会員増強月間

卓話よろしくお願いします。

■卓話  会員増強月間に寄せて　　内田　　敏 

 皆様こんにちは。今月８月は会員増強拡大

月間です。先日は皆様に体験例会のご案内と

委員会よりのお願いを FAX させていただきま

した。9/18 ㈬は今期第 1 回目の体験例会の日

です。是非多くのご友人知人をご招待下さい。

宜しくお願い致します。

　本日は 2013 年７月 11 日地区拡大増強セミ

ナーで放映された DVD を皆様にご覧いただき

ます。出演者は第 2620 地区 ( 山梨県・静岡

県 )1985 ～ 86 年度ガバナーをされた甲府北

ロータリークラブ会員で御年 96 歳の安部豊任

(とよひで )さんです。

　安部さんの記事がロータリーの友４月号 25

ページに掲載されております。

○ 2013-14 年度国際ロータリー第 2590 地区

地区拡大増強セミナー

　　【経営手法をロータリーに

　　　ロータリーの心を職場に】

＊以下要旨

　ロータリー財団の奨学生、GSE、青少年交換

学生、ライラ、ローターアクト、インターア

クトや米山奨学生等すべて人間教育の場であ

る。人づくりの場でもある。

　では、人づくりをするロータリアンとして、

毎日自分が成長していると自覚をしながら生

活している人が何人いるだろうか？
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　例会のプログラム。

　よく話し合い決める。思いつきで決めない。

会員が満足感を抱くように、例会を欠席した

ら損をしたというようなプログラムを。

　地域の人達に目に見える活動を。前年と同

じような事で終わらせるような意識は止めよ

う。

　地域の人達から何をやっているのか？と興

味を持って覗き見をされる様なクラブを。

　出来るだけ、ロータリーに接する人達を多

くする。ロータリーに興味を持ってもらうプ

ログラムの充実を。

　広報活動。

　こちらで報道機関に活動等をお願いして載

せてもらうのではなく、あちらから紹介した

いとお願いされるように。

　よく会費が高いという声があるが、ほとん

どは食事代等だから、会社の経営が上手くいっ

ていれば、そのような声も少なくなるのでは？

　会社の再建とロータリーは同じ。

　もっとポールハリスの人生経験をよく理解

し、若いうちから世間を知ろうという意識を

持つ。人が喜んでくれる事が奉仕の一番わか

りやすい形。

　会員減少や会員増強の一因は、ロータリー

の心を知らない人や、１００年以上発展して

きた歴史などをよく理解していない人が多い。

　決してロータリーへの力が小さくなったわ

けではなく、会員のロータリーへの取り組み

方がわるいのでは？

　ロータリーをよく理解していない会員が多

く、形式だけしか解っていない。

　「千客万来」になるような社会やクラブを、

活動がうわさに上るようなクラブ作りを。

　すべてが会員増強につながる。

　ロータリアンとして

　「自己の人生の完成と、住みよい世界。人類

の幸福」の実現に努め、仲間を増やそうでは

ありませんか。

■次週の卓話　　　
　社会奉仕フォーラム
　　　　　旭区長　殿
                      週報担当　内田　　敏

　職業人として家庭人として地域の指導者と

して、生きていく事は成長を伴う事。

　人間の歴史の中で自分は一人の区間ラン

ナーであり、より良きランナーでありたいと

願う。

　よりよい地域・社会を作る担い手として、

社会にプラスになる生き方を探し何がプラス

かマイナスかを探すことが勉強。

　自分は立派に生きる事が大切、経済的に自

立する事。

　皆が助け合う社会を作る。ロータリーの精

神と同じ。

　経営者が立派になる事は、ロータリーの大

きな奉仕と云える。

　個々が立派になる。人が素直に受け止めて

くれる。ロータリーの精神と同じ最大の奉仕

といえる。やる気になればできる事。

　例会を休みたくないクラブ作りを。

　出席率が高いクラブは、それなりに内容も

充実し成長を上げている事が多い。

　毎年変わる会長のマイナス面として、クラ

ブに持続して統一した意識を持ちにくい。

　自己反省。

　毎週例会に出席した時、先週より自分が進

歩したかどうか？自己評価をする。

　欠席者への例会の資料を届ける。欠席者へ

は事務局員や郵送などにたよらず、誰かが欠

席者の会社や家庭へ、例会の資料を届けるの

も一考。

　例会以外の会員の姿や会社が判り、より一

層会員同士が身近に感じられる。

　入会間もない会員がいつやめようかと考え

ていた人も、その後会長になりガバナー補佐

に。人の心構えが変わると自己成長をする。

　地域やロータリー以外の人達が、ロータリー

と接する機会をより多くする。

　特に新会員には、３分間スピーチを実践す

る。

　経営者として短時間で、聞く人にいかに興

味を持って話せるか良い話術の勉強の場にな

る。そのためにスピーチの練習をする。

　スピーチが上手になると会員同士の刺激に

なる。クラブの活性化につながる。


