
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　福岡財務支局
　長崎財務事務所長　甲

か つ き

木　一也 様

 幹事　増本　一也さん
１．（公財）ロータリー米山記念奨学会
　  幸良秋夫さんへ
　寄付への感謝状贈呈
　（第4回マルチプル）

２．彦根RC 会長 森　　育男さん
　 クラブバナー画像の提供及び週報への掲

載許可お礼が届いております。

３．第2740地区ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせ

４．第42回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
 実行委員長　西村　浩輝さん
 競技委員長　牛島　義亮さん

（ホストクラブ：佐世保中央RC）
　�第42回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会�ご案内
　日時／2014年5月11日㈰
　　　　11:05 OUT･IN 同時スタート

 副会長　富永　雅弘さん
　本日は、ロータリークラブ
の会合に於いて、会長がどの
ような事について話すことが
求められているかについて、
紹介をしたいと思います。
　ロータリー章典では、クラブの会長はそ
の自覚を持って1年間のクラブの運営にあ
たることが要請されています。その中で会
長の重要な責務として、クラブの例会にお
いて5分間程度の会長の時間を設け、クラ
ブの活動やロータリー全般に関わる情報を
提供する事が推奨されています。
　政治問題や趣味娯楽などの話題は、出来る
だけ別の機会に話す様にし、クラブや会員の
活動についての話題や情報等を話の中心にす
る事で、会員のクラブの活動等への参画意欲
を高めるようにと求められています。
　佐世保RCの歴代パスト会長の皆様も、毎
週の例会での話は十分な準備の上で臨まれ
ておられたことと思います。
　週に1回ロータリーの例会へ参加し、会
長の話や会員の話を聞くことでロータリー
の精神に立ち返り、今週も頑張ろうとリセ
ットできる事は、会員の特典として得がた
い機会だと思います。
　次週からも石井会長の話をご静聴いただ
きますようお願い申しあげます。
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　　　　第3位　山口　剛史さん です。
　メールボックスに第4回、第5回の案内を
入れております。4月19日㈯、5月11日㈰と
なっております。

 プログラム委員会　池本　仁史さん
　2月26日の例会で平戸クラブ
の中野 浩さんが紹介された
「ロータリーの友」3月号の記
事が気になって読んでみまし
た。それは、昨年4月に開かれ
た2820地区の地区大会記念講演要旨で、小
惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトマネジ
ャーの川口淳一郎さんによる「はやぶさが
跳んだ 人類初の往復の宇宙旅行 その七年間
の歩み」です。
　はやぶさは2003年5月に打ち上げられ、小
惑星「イトカワ」への着陸を果たし、2010
年6月にオーストラリアの砂漠に帰ってきた
宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機で
す。地球帰還時の大気圏突入の際、燃え尽
きる美しい映像が新聞、テレビで報道さ
れ、記憶に残っている方も多いと思いま
す。3億キロメートルの彼方で消息を絶つな
ど、トラブル続きの7年間だったようです
が、月以外の天体との往復は世界初の快挙
でした。1,500個の微粒子が確認され、分析
が進められています。
　その講演内容ですが、科学者による宇宙
探査の話と言うよりも、平戸クラブの中野
さんが紹介されたように、社会一般に通じ
る人材育成の話でした。
　冒頭、このように話しています。「今日、
一貫してお話ししたいことは『やれる理由
を探せ』ということです」。はやぶさプロジ
ェクトの苦難の道のりを紹介しながら、最
後に「高い塔を建ててみなければ、新たな
水平線は見えてこない」と話し、「今見てい
る目線のままでは、決して水平線が広がる
ことはない。やれる理由を見つけて挑戦す
るのです。そうすれば、一歩でも高いとこ
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　場所／佐世保カントリー倶楽部
　　　　石盛岳ゴルフコース
　参加費／会員 10,000円　ご夫人 5,000円
　　　　　懇親会のみ参加 6,000円
　＊ 各RC会員減少の為、各RCOBのオブザ

ーバー参加認める。表彰、賞品の対象
なし。懇親会費6,000円

５．海上自衛隊練習艦隊司令官
 　海将補　湯浅　秀樹 様
　練習艦隊�艦上レセプションご案内
　日時／平成26年3月28日㈮
　　　　18:00～19:30　受付17:00
　場所／海上自衛隊干尽地区 倉島岸壁
　　　　練習艦「かしま」艦上
　同伴者 2 名まで

６． 長崎国際大学 グローバル人材育成プロ
ジェクト（事業支援実施運営室）

 下田　耕一 様
　 グローバル人材育成プロジェクトのインタ

ーンシップに係る就業機会の提供の依頼に
ついて（お願い）

 会長エレクト　円田　　昭さん
◯地区協議会
　　平成26年4月27日㈰　
　　諫早文化センター
◯大委員会
　　平成26年5月14日㈬
　　レオプラザホテル佐世保
◯新旧役員交代式
　　平成26年6月28日㈯
　　佐世保玉屋
ご出席の程、よろしくお願いします。

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
第 3 回 朗遊会を開催いたしました。
結果は、優　勝　松尾　慶一さん
　　　　準優勝　玉野　哲雄さん

次年度報告

朗遊会より

雑誌の時間



　3月9日、朗遊会にて2位、3位になりまし
たのでニコニコします。

納所　佳民副幹事、中島　祥一さん（当日賞）
増本　一也さん
　誕生祝いありがとうございます。

『未来の子どもたちのために』

　福岡財務支局
　長崎財務事務所長

　　　　甲
か つ き

木　一也 様

◆はじめに
　本年4月1日から、消費税率が3％引き上
げられ8％となります。
　今回の消費税率の引き上げは、「社会保障
の充実・安定化」と「財政健全化」とい
う、我が国にとって待ったなしとなった２
つの大きな目標を同時に実現するための
「社会保障と税の一体改革」の一環として
行われるものです。
　このような背景から、消費税率引き上げ
による増収分を含む消費税収（現行の地方消
費税収を除く）は、全て社会保障の財源に充
てられることになります。

◆�消費税率及び地方消費税率の引き上げに
伴う対応について

　我が国の経済状況は、これまでの政策の
効果が現れ、景気は緩やかに回復しつつあ
ります。
　このような状況のなかで、消費税率の引
き上げによる景気の下振れリスクに対応す

ろに上がることができます」と締めくくっ
ています。
　日ごろから「やらない理由」「断る理由」
を探していた私ですが、これを機に「やれ
る理由」を探したいと心を新たにしました。

 親睦活動委員会　大神　吉史さん
○今月の誕生祝い
　田中　信孝さん（3日）
　納所　佳民さん（8日）
　中島　祥一さん（12日）
　井手　孝邦さん（28日）
　増本　一也さん（31日）

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

富永　雅弘副会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、大神　吉史さん
池本　仁史さん
　福岡財務支局 長崎財務事務所長 甲木一也
様の卓話に期待して!!

松尾　慶一さん
　3月9日朗遊会にて、またまた優勝してし
まいました。本日優勝の弁を述べたかった
ところですが、欠席いたしますのでニコニ
コします。ちなみにベスグロ（84）でした。
坂本  敏さん（89）。

玉野　哲雄さん（2位）
山口　剛史さん（3位）
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ニコニコボックス 本日合計 　11,000 円

 累　　計 759,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話

慶　　　祝
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（今週の担当　城島　一彦）
 （カメラ担当　佐藤　　淳）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

るとともに、その後の成長力の底上げを図
るために、昨年10月に「経済政策パッケー
ジ」が策定されました。そして、デフレ脱
却と経済再生への道筋を確かなものにする
ために、同パッケージに盛り込まれた１兆
円規模の税制改正等（投資減税措置、所得拡
大促進税制など）と併せ、12月5日には、5
兆円規模の「好循環実現のための経済対策」

（同パッケージの一部をなすもの）が閣議決
定され、財源の裏付けとなる平成25年度補
正予算も本年 2 月 6 日に成立したところで
す。この対策においては、消費や設備投資
の喚起など民間需要やイノベーションの誘
発効果が高い施策に重点化し、未来への投
資を基本としております。

◆�消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する
対策について

　消費税は、事業者間で転嫁され、最終的
には消費者の方にご負担いただく性格のも
のです。そのためには、事業者の方々が消
費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備する
必要があり、国において、消費税の円滑か
つ適正な転嫁対策等に取り組んでいます。
　具体的には、「消費税転嫁対策特別措置
法」という新たな法律を作りまして、転嫁
が円滑に進むよう4つの特別措置を講じて
おります。また、監視・取り締まりを強化
するため、「転嫁Ｇメン」を配置し体制面で
の整備を図るなかで、大規模な書面調査や
転嫁拒否等の調査等を行っており、事業者
に対する指導に至った事例も出ておりま
す。このほか、相談体制の整備や消費者・事
業者の方々に対する広報活動を展開してお
ります。

◆未来の子どもたちのために
　我が国は、国民皆年金、国民皆保険とい
う、素晴らしい社会保障制度を採っていま
す。私たちの世代は、今の子どもたち、そ

＊3〜4月  例会予定＊

 3月26日 黒髪山大智院
  　住職　草津　栄良 様

 4月 2日 観桜例会

 4月 9日 ハウステンボス株式会社
  取締役　中谷　高士 様
  　（佐世保商工会議所副会頭）

 4月16日 新会員　前田　文智さん

 4月23日 新会員　山口　剛史さん

 4月30日 指定休会

して未来の子どもたちのために、これらの
制度をきちんと引き継いでいく役割がある
と思います。そういう意味でも、一人ひと
りが安心して暮らせる社会を目指す「社会
保障と税の一体改革」は、先送りできない
課題であります。

（注） 文中、意見に係る部分は、全て筆者の
私見です。


