
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０６０号（２０１９年１０月９日発行） 
 

 

      

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

会  計  常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「米山奨学生卓話」 

地区米山記念奨学委員会委員 加藤 隆様 

米山奨学生 苗 莉欣様 
（世話クラブ：鴨川ＲＣ） 

前回例会報告（１０月１日） 
点鐘：宮内 秀章会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介  銚子東ＲＣ 大内 一恭様 

米山奨学生 

ウイーラッペルマ、ヴィクム デルシャン様 

（奨学金交付） 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。本日は銚子東ロータリー

クラブ大内一恭会員、米山奨学生ウィーラッペ

ルマ ヴィクム デルシャンさん、ようこそお

越し頂きました。ヴィクムさんには後ほど近況

報告宜しくお願い致します。 

先週は夜間移動例会及び観月会ということで、

米岡委員長をはじめ親睦委員会の皆さんには会

を盛り上げて頂きありがとうございました。 

では先週からの活動報告ですが、２８日（土）

地区の奉仕プロジェクト推進セミナーが千葉で

行われました。当クラブから、宮内龍雄国際奉仕

委員長、副島青少年奉仕副委員長に出席いただ

きました。後ほど委員会報告の方よろしくお願

い致します。 

３０日（月）秋の交通安全運動薄暮時街頭監視

を銚子大橋前で行いました。神津社会奉仕委員

長をはじめ８名の参加をいただきありがとうご

ざいました。 

１日（火）千葉科学大学に於きまして、ロータ

ーアクトクラブの例会が行われ島田会員、寺内

幹事に出席いただきありがとうございました。 

 さて、昨日より消費税が８％から１０％とな

りましたが本日は私が仕事で扱っております石

油製品、その中でもガソリンと軽油の消費税の

課税について簡単にお話しいたします。皆さん

もご存知だと思いますが、ガソリンの価格には

ガソリン税、そして軽油には軽油引取税という

税金が含まれております。その内訳にはいくつ

かの税率が足されているのですが、今回は消費

税の掛け方ということで税率の詳しい内容につ

いては省かせていただきます。 

ガソリン１Ｌには５３．８円のガソリン税、軽

油１Ｌには３２．１円の軽油引取税が単価に含

まれております。では消費税１０％をそのまま

単価に掛ければ良いのかと言いますと、ガソリ

ンと軽油では計算方法が違います。 
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例えば１１０円/ℓの軽油の消費税込み価格は、

１１０円から３２．１円を引いた７７．９円に１

０％を掛けます。その金額に軽油税３２．１円を

足した金額が１Ｌ当たりの消費税込みの単価と

なります。 

一方、ガソリンは５３．８円のガソリン税が含

まれた価格に消費税が課せられます。軽油は、軽

油引取税が引かれた本体価格に課税され、ガソ

リンはガソリン税の税金にも消費税が課せられ

ているということです。 

この課税方法の当否は別と致しまして、今回

の軽減税率も含め、課税方法をわかりやすくす

ることは、我々経営者、消費者の両方に於いても

重要なことだと考えます。 

 

第 4回定例理事会報告 
１）10月 11月 12月例会プログラムの件…承認 

２）観月会決算案の件        …承認 

 

次々年度役員指名の件 
銚子ＲＣ細則第３条・第１節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（Ｐ会長・現会長・次年度会長） 

☆指名委員長信太会員・宮内龍雄会員・島田会員 

松本会員・金島会員・宮内秀章会長・田中会員 

 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ、佐原ＲＣ 

1. 2020－21年度の主要日程のお知らせ 

2. 2019年「手続要覧」について 

3. 第 41回バギオ訪問交流の旅ご案内 

4. 2019年 EPNリソースのご案内 

5. 女性交流会のご案内 

6. 財団室 NEWS 2019年 10月号 

7. 2019 年 10 月地域社会の経済発展月間リソー

スのご案内 

8. 2019年 10月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝108円 

…ガバナー事務所 

9. ﾁｬﾘﾃｨｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾚｯｽﾝのお知らせ 

…銚子市国際交流協会 

10. ＧＧ奨学生工藤幸介さんから近況報告 

 

ホストクラブの

ジュネーブ・インタ

ーナショナルの例

会に参加して参り

ました。 

 

 

 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

10月 14日(月)定款第 8条第 1節Ｃにより休会 

28 日(月)香取神宮社務所 点鐘 18 時 30 分 

ガバナー公式訪問 

小見川ＲＣ 

10 月 16 日(水)ガバナー公式訪問点鐘 12 時 30 分 

春本（多古ＲＣと合同） 

   31日(水)定款第 8条第 1節Ｃにより休会 

八日市場ＲＣ 

10月 8日(火)9：30集合 飯高寺 

移動例会（飯高寺清掃）のため 

22日(火)休会 即位礼正殿の儀のため 

旭ＲＣ 

10月 25日(金)夜間例会 点鐘 6時 30分 

会員の記念日   

結婚記念日 松本 恭一会員(9月 19日） 

創業記念日 米岡  孝会員(10月) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧阿天坊俊明会員 

立教大学野球部の２年後輩の伊集院静が 10月 9

日(水)～22 日まで松屋銀座８階にて展示会を行

ないます。ぜひ見学に行って下さい。 

 

✧神津裕之社会奉仕委員長 

秋の交通安全運動にご協力いただきありがとう

ございました。 

 

✧櫻井公恵会員 

うれしいこと３つまとめて 

① 観月会ではじゃんけんに勝ち抜き前年度会

長・幹事でのファイナルとなりました。 

② 交通安全表彰ありがとうございました。 

③ 多部田恵子ちゃん！！宮内会長と私と同級

生です。入会を心より歓迎いたします。 

 

✧米岡 孝親睦活動委員長 

みなさまのご協力のおかげで無事に観月会を終

えることができました。ありがとうございまし

た。 

 

✧石毛英俊会員 

9/25 観月会で太陽の里をご利用いただきいつも

ありがとうございます。次はクリスマス家族親

睦会で皆様のおいでをお待ちしております。 
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卓 話 

「ウガンダに捧ぐ」  信太 秀紀会員 
令和元年８

月４日から８

月１２日まで

の９日間  ウ

ガンダ共和国

へ行って参り

ました。メン

バーは成田コ

スモポリタン

ＲＣ横山秀樹

ＮＰＯ予備校社長、八日市場ＲＣ八日市場ガス

鵜沢亘広社長、同ＲＣ鈴久建設 鈴木英人社長

の４名です。成田空港からエミレーツ航空でド

バイまで１０時間 そこで５時間待ってウガン

ダ（エンテベ空港）まで３時間合計１８時間のフ

ライトでした。今回ウガンダ視察の理由は認定

ＮＰＯ法人テラルネッサンスの創設者 現在４

０歳の鬼丸昌也君と一緒に海外支援をしたいと

強く思ったからです。彼は２００１年大学生の

時にカンボジアを訪れ，地雷被害の現状を知り、

２００２年この法人を立ち上げました。日本青

年会議所人間力大賞を受賞しています。 

また、私にとってアフリカは、子供の頃からの憧

れでした。「ビクトリア湖の朝焼け」や「１００

万羽のフラミンゴが一斉に飛び立つ時暗くなる

空」、「キリマンジャロの白い雪、それを支える紺

碧の空」「草原の象のシルエット」「空を切り裂い

て落下する滝」などアフリカならではの光景を、

一度自分の目で確かめたかったのです。 

さて、赤道直下にあるこのウガンダで一年間

の平均気温はいったい何度でしょうか？それは

２２度です。沖縄の平均気温より低いわけです

が、実はこの国は標高１０００メートルから１

２００メートルのところにあります。しかもビ

クトリア湖（ナイル川の源流、大きさは九州の２

倍、琵琶湖の１００倍）から涼しい風が吹いてき

ます。私たちは、アフリカのイメージは、とても

熱い 貧しくて物が食べられない、おなかの大き

い子供達がたくさんいる、などと思ってしまい

ます。しかし、たとえばウガンダの経済成長率

（ＧＤＰ）は５％を下回ったことがありません

し、高速道路もどんどんできています。またウガ

ンダの南にはルワンダという国がありますが、

１ヶ月で８００万人のうち８０万人が虐殺され

た悲しい歴史を持っています。しかし、現在ルワ

ンダは「アフリカのシンガポール」と呼ばれ、マ

イクロソフト社のウインドウズの開発はほとん

どここで行われております。それは欧米に比べ

て優秀な技術者が多いからです。また日本と違

って、この国では会社設立の手続きがオンライ

ンでたったの６時間もあれば簡単にできてしま

うのです。 

 私たちはエン

テベ空港からさ

らに北にあるグ

ルというウガン

ダ最大の町を目

指しました。こ

こにテラルネッ

サンスの学校が

あります。ここ

では雨水をタン

クに貯めて、生

活用水、飲料水

として使ってい

ました。 

ウガンダに３日間滞在した後、アラブ首長国連

邦のドバイへ向かいました。ウガンダに比べて

ドバイはあまりにも裕福な国です。例えば、たい

して車も走っていない高速道路は片側８車線で

すし、ビジネス街の高層ビルはすべてネオンで

飾り立てられています。空港の壁時計はすべて、

ロレックスです。イオンのような商業施設は天

井が異様に高く、屋内で噴水のショー（ウォータ

ーフォール）のイベントを開催していました。ド

バイは、８月は、真夏で、気温は４４度もありま

した。滞在最終日に気温は３９度まで下がるの

で、どうしてもやりたかったゴルフをしました

が、あまりの暑さに９Ｈでプレーを断念せざる

をえませんでした。 

 アフリカでの内戦によって、武装勢力に誘拐

された子供達は少年兵にされます。なぜ子供が

狙われるのか、性格が素直でアルコールや麻薬、

教育によって洗脳しやすいからです。その上、武

器も小型化、軽量化されています。私たちテラル

ネッサンスの目的は肉体的にも、精神的にも傷

ついた彼らに職業訓練、文字の読み書きを教え、

自立を支援し、きちんと社会復帰させることで

すが、ではなぜこのような内戦が起きるのでし

ょうか？それはレアメタル ダイヤ プラチナ 

など地下資源や貴金属を奪い合う争いなのです。 

パレスチナでも現在内戦がありますが、宗教戦

争ではありません。ガザの沖合にあるガス田の

奪い合いなのです。 

貴重な地下資源レアメタルはあらゆる日本の

家電製品、携帯電話に入っています。ということ
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は、内戦の原因は私

たちにあることに

なります。つまり、

地下資源や貴金属

がどこの国から来

たものかに関心を

示し、もしそれが

「紛争の結果得られたものであるなら購入しな

い」という選択をすることによって、紛争の原因

を断つことができます。その行動は小さな動き

かもしれません。それは微力ですが、決して無力

ではありません「微力」と「無力」はまるで違い

ます。あのアップルでさえコンゴ産のレアメタ

ルは一切使いません。 

ウガンダでは片足がなかったり 片腕がなか

ったりと障害を持った人を多く見かけました。

しかし日本だって障害を持った人がたくさんい

ます。何でも人のせいにする障害、たった一人を

大勢で偉そうに非難する障害、平気で嘘をつく

障害・・・。完全な人間なんていません。人口６

２億二千万人、この世界に戦火が絶えることは

ありません。どこかで誰かが亡くなっています。

世界中の誰か一人が不幸ならば我々の真の幸福

などありえません。私たちは微力ですが決して

無力ではありません。補い合い、支え合うこと、

これこそ紛争の解決策です。これからも世界平

和のためのほんの少しの支援を続けていきたい

と思っています。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

 

米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

金島弘クラブ研修・情報委員長 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友 10月号紹介 

 

副島賢治青少年奉仕副委員長 

 

 

 

 

 

 

奉仕プロジェクトセミナー参加報告 

 

【出席報告】  

会員総数４０名 出席計算３６名  

出  席２６名  欠  席１０名  

出席率７２．２２％ 

欠席者：淵岡君・上総君・木曽君・村田君 

大里君・佐藤君・須永君・鈴木君 

富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

10/1銚子東ＲＣ 大岩君・大里君・米岡君 

10/1ＲＡＣ例会 島田君・寺内君 

10/3第８Ｇ次年度会長幹事会 田中君 

10/4旭ＲＣ 金島君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥16,000 計 ￥207,000 

スモールコイン ￥ 2,400 計 ￥ 13,910 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 14,100 

希望の風 ￥26,000 計 ￥ 96,000 

次週（１０月１６日）のプログラム 
「誰も経験したことのない大きな変革に向けて

稼ぐ力を地域の力に地域活性化の真髄とは」 

NPO法人日本 ITイノベーション協会 

理 事 大串 結子様 

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 


