
志賀会員より
　今日はありがとうございます。おかげさまで私も６６という年にな
りました。なんかまだまだ遊び足りないような気がしています。４５
くらいまではおとなしく真面目にやってたのですが、だんだんと遊び
が激しくなりました。
　ロータリーで行く訳ではないのですが、私と柏南ＲＣの戸部さん
と協賛して来年２月にスリランカに行く予定です。もし行けましたら、

皆様方ご協力頂ければと思います。スリランカには世界遺産が数カ所あります。来月の理事会に書類
関係を持って参りますので、もしご希望の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

第２３４６回例会報告議事録
日時　２６年７月１５日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：なし

　先週１０日に柏東クラブさんの例会に参加させて頂きました。当日、松本ガバ
ナー補佐ならびに丸田補佐幹事とご一緒させて頂きました。柏東は中村さんが
会長なもので、大変スムーズに運ばれました。
　年度初めには地区セミナーが多く開催されます。８月１日、３日、２３日、２７日
と８月だけでも４回あります。各セミナーは委員長さんの方に連絡が行っていると
思いますので、ご都合の悪い方はどなたか代理の方にお願いしてくださいますよ

うお願い致します。
　今日はビジターさん、卓話等ありませんので、ゆっくりと皆さんお話しして頂ければありがたい
と思います。
　消費税が４月１日から３％上がりましたが、もっと上がっているように感じませんか。３％から
５％に上がった時に総額表示しなければいけないという規定ができましたが、５％から８％に上
がる時には総額表示しなくてもよくなりました。たとえば１,０５０円の内税で表示していたものに
８％税がつくと実質的に８％以上の消費税になります。
　今年度１０％に上げるか判断するようですが、その時も問題は出てくると思います。
　今度上げる時は段階税率を作るという案も出ています。所得税は所得が高い人が多く負担し、
それは累進税率と呼びますが、消費税は所得に関係なく同じ率の税がかかるため、低所得者に
対して税額が重くなります。それを解消するのが段階税率です。段階税率というのは、基礎的な
食品等は消費税を据え置くなり安くするというやり方です。
　日本の消費税の課税の仕方というのは帳簿方式といい、帳簿に消費税が記入されていれば税
額控除をします。ある商品については５％だったり、１０％だったりする段階税率は国民のことを
考えてくれているようですが、実務的にはとても大変になります。名目成長率ではなく、実質成長
率が高ければ判断するそうですが、これから上がる１０％の消費税についても政治的判断がくる
のかなと思っております。

木村S.A.A.より
　消費税の影響についてですが、塾という業界で１７年やってきて初めて、３、４、５月の入塾の問
合せが未だかつてないほど落ち込みました。いろいろ調べてみると、どこも同じで、消費税が上がっ
たためではないかと思っています。

上村文明会長会長挨拶

　毎月一度打ち合わせをしていきたいと思います。先日までに決まった事をお話し
致します。
瀧日会員、野田会員、上村晃一会員、丸田会員、上村文明会長、服部会員、米田
会員の８名でまとめて行こうと思います。
　積立金の集金はしません。今年度末までに集まった範囲内で行います。
　細かい担当は今後話し合いをして決めたいと思います。本日例会終了後に打ち
合わせをしたいと思いますので、ご協力お願い致します。

星野実行委員長我孫子５０周年記念事業について

２０名出席（全員で２６名）　出席率７６.９％
依田委員長出席報告

柏東ＲＣさんも我孫子との合同の企画を希望されていますので、どうぞよろしくお願い致します。
丸田会員親睦活動について

柏南ＲＣ　８月５日（火）麗沢大学にて納涼例会を行います。登録料３千円です。
　　　　　多くの方の参加をよろしくお願い致します。

服部幹事幹事報告

　今年度初めての夜間家族例会を７月３０日（水）６時半点鐘でかじ池亭で行いま
す。会費は８,０００円です。出欠票をファックスでお送りしますので、よろしくお願い
致します。コースメニューと飲み放題でビール、ワイン、焼酎、ソフトドリンクがついて
おりますので、ぜひ奥様方を誘って頂いてより多くの方に参加していただければと
思います。
　次週２２日の例会終了後に、親睦委員会で今年度の行事を話し合いたいと思い

ますので、よろしくお願い致します。
　先週お休みされた、７月７日がお誕生日の志賀会員、お誕生日おめでとうございます。

荒井委員長親睦委員会報告

お名前 メッセージ 金　額

今井会員
上村さんより写真をいただきました。北海道ゴルフ旅行に有
志で行って来ました。１２日に県政報告を開催させていただき
多勢の皆様においでいただきましてありがとうございました。

５,０００円　

上村文明会長 京都の旅、写真ありがとうございます。 １,０００円　

木村会員 来週お休みさせていただきます。京都旅行の写真ありがとう
ございました。 １,０００円　

小池会員 有志で北海道に行ってきました。おかげ様でリフレッシュでき
ました。上村晃一会員より写真を頂きました。 ３,０００円　

志賀会員 誕生日お祝を頂きました。写真を頂きました。 ３,０００円　
鈴木会員 北海道遠征ゴルフ優勝しました。 ５,０００円　
依田会員 ８／２３あびこカッパまつり宜しくお願いします。 １,０００円　
米田会員 京都旅行の写真ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ２０,０００円　
今期累計 ６１,０００円　

ニコニコＢＯＸ

週報作成者より
先週配布の週報において、ニコニコBOXの金額に間違いがありました。申し訳ございませんでした。
当日計　誤）２５,０００円　正）１５,０００円　　今期累計　誤）５１,０００円　正）４１,０００円

　毎年、お願いさせて頂いているのですが、８月２３日（土）に第７回あびこカッパ
まつりを開催することになりました。昨日ポスターが出来上がりました。今年もカッ
パ音頭大行進を行います。今年は坂から登って駅前を発表会場のようにして盛り
上げて行きたいと思っています。ぜひともご協力とご参加をお願い致します。一口
５千円で協賛を募集しております。ご協力いただければと思います。

依田会員あびこカッパまつりについて

松本会員へ地区ガバナー補佐委嘱状授与
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

　中野家は旧中里村の旧家で名主を務め、酒造りを営みました。13代目当主の治房（はるふさ）は植物学者・理学
博士・東大教授で、戦後は湖北村村長も務めました。「湖北村誌」 の校閲者で、郷土の文化向上に尽くしました。
手賀沼の水生植物ガシヤモクに学名をつけた人でもあります。煉瓦塀は県内で最古の部類の煉瓦建造物で大変貴
重です。敷地内は非公開です。

今週の表紙「中野治房邸」千葉県我孫子市中里48番

中野治房邸 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編　各委員の方、活動計画書をありがとうございました。まだの方には声をかけさせて頂きます。

決算書が出来ましたので、次の例会の時にお諮りしたいと思います。実は繰越金がないので、どう
やっていったらいいのかと思っております。

上村文明会長閉会の言葉

　８名の侍で朝５時に家を出ればいいはずが４時になりまして、台風のおかげで
早起きをし、眠い目をこすりながら誰も遅刻せずに成田から飛び立ち、無事北海
道に着きました。
　ユニ東武という所での昼からのプレーで、プレー前にちょっとやろうということに
なり、たくさん頂きました。最初にいきなりジンギスカンで、せっかく痩せてた体が
また元に戻りそうでした。あみだで決めて２組に分かれ、ネットプレーでダブルペデ

ィアのカットなしでやりました。高島会員のスリーアイアンのショットを久しぶりに見せて頂きました。
２日目のゴルフコースもとってもいいコースでした。
　北海道のどこがいいかと言うと、まず飲み物と食べ物がうまいということと、北海道の人は優しい
ということです。あの優しさはどこから来るんだろうと僕はいつも思います。屯田兵が苦労して開墾
して、とても貧しい、そういう場所の人は優しさが育つのかなと思います。私の生まれた四国でも高
知の人が一番優しいです。懐が広いし、優しいです。高知が今でも一番貧しいです。
　二日目もハンディに恵まれ優勝しました。少しですがニコニコさせて頂きました。ちなみにビア大
会では塩毛会員が９杯で１位でした。

鈴木会員北海道ゴルフについて

　京葉銀行湖北台支店の菅谷でございます。先日は前任の高橋からの引き継ぎで
簡単な自己紹介だけで退席させて頂きました。
　昭和３７年５月２３日生まれで今年５２歳になりました。今は香取市になっている
小見川町で農家の次男坊で生まれました。今は結婚して成田の方に住んでおりま
す。銀行に入って、もう３０数年になります。銀行ですので２、３年おきに転勤があ
り、湖北台支店で１３店舗目になります。転勤がある度に気持ちも新しくなり、新

天地で新しいお客さまと頑張ろうと毎回思います。　　　　　　　　　　　
　今回、ロータリーの会員にさせて頂いたのは初めてなもので、色 な々業種の方 と々色 な々お話しが
できるということを非常に楽しみにしております。
　銀行以外の話しをさせて頂くと、毎週土日に地元の小学生のサッカーのコーチを十数年やってお
ります。子どもが３人いて、男の子２人がお世話になり、お父さんコーチとしてコーチを始めました。
サッカーの経験はなかったのですが、そういう形で携わらせて頂くようになりました。うちのスポーツ
クラブは１〜６年生までずっと同じ子どもを見る形になっていて、もう３周り目で、今は１年生の指導
をしております。考えてみると、自分の子どもよりも長く携わり、成長していく姿を見ることができ、リ
フレッシュすることもできて、非常に楽しんでやっています。今週末の３連休は６年生の試合の遠征
に行きます。
　日本の少年サッカーは試合に負けるとシュンとして帰って来るのですが、外国だと、家族で応援に
行っても、その子が試合で何ができたかを褒め合うそうです。自分の子どものいい所を見つけて、一
緒にそういう話しをしてくださいと親御さんには話しています。
　そんな形で土日を過ごしながら、普段仕事をがんばっています。
　皆さんの色 な々話しを聞ける事を非常に楽しみにしていますし、参考にさせて頂きたいと思って
おります。今後ともひとつよろしくお願い致します。

菅谷会員自己紹介


