
 

本日のロータリーソング    

「我等の生業」 

我等の生業  さまざまなれど 

集いて図る  心は一つ 

求むるところは  平和親睦 

力むるところは 向上奉仕 

おゝロータリアン 我等の集い 

 

 

２０１７年１０月１０日発行               第２８１９回例会 

 

 

 

 

 
 

―本日のプログラム― 

        ロータリアン卓話  地区社会奉仕総括委員長 郡司孝夫様 

 

―次回以降のプログラム― 

       10/17  招待卓話         龍ケ崎農業協同組合  

代表理事組合長 木村透様 

          10/24 米山奨学生卓話 タイ・ウンセンさん 

          10/31  米山記念奨学会  沼野晃広委員長 

 

第 2818 回例会記録（2017 年 10 月 3日開催） 
 

点鐘・ソング 寺田会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト タイ・ウンセンさん（米山奨学生） 

会長報告 

寺田会長 

 

 

 

 

 

幹事報告 

関野幹事 

 

・先週の例会での会員増強委員会担当のクラブフォーラムに於いては会員の皆様

から大変多くの貴重なご意見を頂き有難う御座いました。私にとっても非常に心

強く感じました。又、何度も入会候補となっておられる方もおりますが、４年越

し、１０年越しで入会に至る例もありますので引き続き勧誘して頂きたいと思い

ます。 

・現在、入会申請されている議案を含めた理事会を例会終了後開催しますので理

事の皆様、宜しくお願いします。 

 

・例会変更 龍ヶ崎中央ＲＣ １０/13（金）休会 

・高橋賢吾ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

・社会奉仕・ロータリー財団合同研修セミナー開催のご案内 



12/10（日）１０時～１４時半 ダイヤモンドホール 

・回覧 財団Ｎｅｗｓ、水戸ＲＣ・仙台東ＲＣ週報、親睦旅行出欠表 

委員会報告 

出席委員会 

山崎委員 

 

 

米山記念奨学会 

沼野委員長 

 

社会奉仕委員会 

大竹委員長 

 

クラブ広報委員会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

 

会員３５名、出席３０名 出席率：   85.71％ 

先々週の訂正出席率：  94.29％ 

欠席：  糸賀君、小島（律）君、片平君、伊東君、杉野（美）君 

 

今月は米山月間でございます。 

皆様のご寄付をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

「ふれ愛広場２０１７」のバザーの品物を来週の例会までに持参して頂きますよ

うご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ロータリーの友１０月号の紹介 

横組み ・ＲＩ指定記事 Ｐ３ （ＲＩ会長メッセージ）ポリオ撲滅 

          Ｐ34 ロータリー財団管理委員長の話 

    ・米山月間に因んだ記事 Ｐ７～Ｐ13 

    ・新ローターアクトクラブ Ｐ35 土浦 

縦組み ・難民問題    Ｐ４ 2520 地区大会記念講演 

    ・７月号の感想 Ｐ31 茨城県魅力度最下位の記事に対する感想 

会員５分間卓話 

荒井 宏 君 「銃の乱射事件」 

昨日ロサンゼルスで銃の乱射事件があり、多くの死傷者が出て大変悲惨な事件となり

ました。日本では銃の乱射などとても想像できないのですが、３年前の倉沢年度でサン

パウロの国際大会へ行った時、乗り換えで待っていたアメリカのデトロイトの空港で、

目の前にいた体格のよい女性の後ろポケットに黒いものが光っていました。それは初め

て見る本物のピストルでした。またブラジルのサンパウロの町外れでバスに乗ったら、

白昼の街中でまるで映画のワンシーンのように犯人らしき男が車の屋根に手をつき足を広げさせられて、

後ろからお巡りさんが拳銃を突き付けているところを一瞬見ました。我々はハッとしましたが周りは全然

騒がなくて、そのぐらい治安が悪いということを実感させられました。もうこういう悲惨な事件が起こら

ないよう心から祈念申し上げながら卓話と代えさせて頂きます。 

 

滝澤 健一 君 

 「龍ケ崎市の東京オリンピック 2020

への取り組み」 

龍ケ崎市は２０２０年のオリンピッ

クに対してキューバ共和国とホストタ

ウンの締結をし、キューバの柔道チームが龍ケ崎市で事前



キャンプを行うことが決定致しました。また、タイ王国から陸上競技、オセアニア地区の柔道競技・陸上

競技等も候補として挙がっている状況です。キューバとは流通経済大学に学生が留学していた 

ことからキューバ大使館との交流がありました。キューバといえば野球が強いことが有名で日本のプロ野

球で活躍している選手もいます。柔道選手にはオルティス選手というリオ・オリンピックの女子・78ｋｇ

超級で銀メダルを獲得した選手もおり、そういった選手達と龍ヶ崎市がどういう交流が出来るのかこれか

ら受け入れの体制を協議していきたいと思いますので、どうぞ皆様のご協力をお願い致します。 

 

坂本 守 君「東京について」 

 ８月の納涼会で東京サンセットクルーズの船内で見かけたイスラムの女性達のこ

とがずっと印象に残っているのですが、かけていた黒い風呂敷のような布は「ブルカ」

といって顔を隠すためのものです。あとサンセットクルーズで東京を巡りましたが、

そもそも東京はどこを中心として都市が発展したのかご存知ですか？それは江戸城です。約４００年前に

天海僧正というお坊さんが「天下の平定には平らなところがいい」という風水の占いを徳川家康に進言し

たということを、先月テレビで放映していました。風水は中国から伝わったものなのですが、当時の風水

による良い立地条件に東京を中心とした関東平野がぴったりと合い、現在も東京は発展し続けています。 

 

佐伯 優 君「税金のお話し」 

1.どんな場面に対して税金が掛かるのか                割合 

①お金を稼いだ時に係る「所得課税」所得税・法人税・住民税・事業税    50％ 

②資産を保有することで係る「資産課税」固定資産税・相続税        １５％ 

③お金を消費した時に係る「消費課税」消費税・酒税等          ３５％ 

2.税金の種類・・・国税 24 税 地方税 26 税 合わせて 50 種類 

国税 直接税（8 種類）  

所得税・復興特別所得税・法人税・地方法人税・地方特別法人税・相続税・贈与税・地価税 

間接税（16 種類） 

消費税・酒税・揮発油税・地方揮発油税・石油石炭税・航空機燃料税・石油ガス税・電源開発

促進税・たばこ税・たばこ特別税・とん税・特別とん税・印紙税・自動車重量税・登録免許税

関税 地方税 

① 県に納める税金（13 種類） 

直接税 県民税・事業税・不動産所得税・自動車税・鉱区税・狩猟税・固定資産税・自動車所 得

税・核燃料税間接税 地方消費税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油取得税 

 ②市に納める税金（13 種類） 

    直接税 市町村民税・固定資産税・軽自動車税・鉱産税・特別土地保有税・事業所税・都市計画

税・水利地益税・共同施設税・宅地開発税・国民健康保険税 

    間接税  市町村たばこ税・入湯税 

3.日本の税収は国・地方を合わせて約 96 兆円 

4.日本の税収ベスト３ 

 個人に対する所得税（住民税・事業税を含む）・・・全体の約 30％ 

 消費税（地方消費税を含む）・・・全体の約 22％              これらで全体の約 72％も 

法人に対する法人税（住民税・事業税を含む）…全体の約 20％      占めている 

＊相続税は全体のわずか 1.8％ 固定資産税は 9.1％ 酒税は 1.4％  



ニコニコボックス 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

 

 

  これは私がお琴を演奏している時の写真です。これから 

回覧しますのでどうぞご覧下さい。 

 

・1日： 小島孝行君     ・5日：  沼野晃広君      ・19日： 毛利昭男君    ・19日： 荒井 宏君 

 

 

 

 

 

 

 

 

￥ 5,000 大貫君   先週の「クラブフォーラム・会員増強」において皆様のご協力ありがとうございます。 

     荒井君   誕生日のお祝いを頂きました。又、卓話の指名をプログラム委員長に命じられました。 

￥ 3,000 毛利君   誕生日のお祝いを戴きました。 

 小島（孝）君 誕生日のお祝いをいただきありがとうございました。 

寺田君   妻の誕生日祝いを頂きました。 

山崎君   結婚記念日に記念品をいただくことになりました。週報に写真が載りました。 

￥ 2,000 菊地君   週報に写真が載りました。 

     諸岡君   写真が実態より瘦せて写っていました。 

     沼野君   しばらくお休み致します。皆様、忘れないで下さい。 

     渡利君   先週欠席し、石嶋君にお世話になりありがとうございました。 

￥ 1,000 大竹君   週報に写真が載りました。 

佐伯君   週報に写真が載りました。 

工藤君   ロータリーバッヂ忘れました。 

池田君   早退します。 

関口君   早退します。 

 

 

 

 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに石嶋副ＳＡＡ（電話0297-６２-４５８３）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820 地区・第 7分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   創立：1959 年 11 月 25 日 

                  ☆会長・寺田寿夫 ☆幹事・関野康子 ☆ＳＡＡ・渡利千里 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011 龍ヶ崎市横町 4209 電話 0297-62-2112 

☆ 例会日：火曜日・12：30～13：30         URL: http://ryugasaki-rc.org/ 

☆ スポンサークラブ：土浦ロータリークラブ    ☆  姉妹クラブ：仙台東ロータリークラブ 

私は進んで奉仕の資金を提供します 

小計   15件   ￥   35,000 
累計  180件   ￥  654,000 

10 月のお誕生日、おめでとうございます 

おめでとうございます 

今月の米山奨学生報告 タイ・ウンセンさん 

http://ryugasaki-rc.org/

