
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ロータリーで人生を豊かに！ 

東信第二 G ガバナー補佐   松澤 一志様 

ガバナー補佐の松澤でございま

す。本日は 10 月 16 日の古川ガバ

ナーの公式訪問に先立ちまして

上田六文銭ロータリークラブさ

んを訪問させていただきました。

ガバナーの作成されました資料が既に皆様のお手元

に配布されていると思いますが、ガバナーからは、

この資料の４ページの右上の枠に記載されておりま

す[２０１９年～２０年度ＲＩ年次目標]と６ページ

の右下の枠に記載されております[２０１９～２０

年度２６００地区活動目標]の２点についてクラブ

の皆様に伝えてほしいと言われております。 

 

～配布資料についてのご説明がありました～ 

 
縷々説明をしてきましたが、ロータリークラブは地

域社会において各種の職業を代表する良質な人びと

の集まりでございます。私たちは折角ロータリーを

通してこのような方々と繋がることができたのです

から、クラブの中で、またはグループで、あるいは

地区の活動を通して人脈を広げていただき、自分の

人生を豊かなものにしてほしいというのが古川ガバ

ナーの思いでございます。 
最後に、２０１８～１９年に地区で行いましたア

ンケートの中で「会員がロータリーを続ける理由は

何だと思いますか」との問いに対して、７０％の方

が異業種の方々と交流ができることと生涯の友人・

仲間ができることを挙げておりました。１００年以 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上の歳月を経ても、友情と親睦はロータリーの一

丁目１番地ということでございます。 

 

 

  消費税が増税されます！ 
         会長 宮澤 広一君 

 10 月 1 日になりました。いよいよ今日から消費税

10%が始まりましした。思い起こすと、日本におい

て消費税が始まったのは 1989 年（平成元年）4 月 1
日でした。ときの総理は竹下登氏、いわゆるバブル

景気真っ只中の時代でした。そのとき私はまだ学生

で、「3%ぐらいなんだ」という受け止め方でした。そ

の消費税も 1997 年に 5％、2014 年に 8％、初導入

から 30 年たった平成元年の今日から 10％になりま

した。10％はさすがに高く感じます。表示されてい

る金額より、レジに行くと 1 割も変わるのですから。 
われわれ建設業は、建物を造ると数千万円という

単位の売値になります。消費税も数百万単位です。

さすがに、消費税が 10％になると建設関連の景気は

冷え込むのではないかと心配です。特に来年の東京

オリンピックが終わると、長野オリンピックが終わ

った後と同じような建設不景気が待っているのでは

ないかと心配になります。 
政府には、税金の無駄遣いをせずに、景気を良くす

る策をこうじて欲しいものです。 
さて、私は 9 月 3 日の例会に出て以来の例会参加

になります。ほぼ 1 ヶ月ぶりの、例会参加です。そ

の間遊んでいたわけでなく、実は台湾に 9 月 25 日

まで出張していました。台湾の嘉義というところで、

日本の在来木造住宅の建設工事が始まり、日本人の

大工さんを連れて施工指導をしてきました。ちなみ

に嘉義というところは、北回帰線の真下で阿里山の

麓にあり、戦前に台湾が日本領だったころに、台湾
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檜をきりだして集木場になっていたところで、日本

時代の面影がかなりのこっているところです。嘉義

農林高校が野球で甲子園に参加したことで有名です。

木造住宅建設にあたっては、材料も、木材（構造材、

下地材、和室造作材）・外壁材・アルミサッシは全て

日本から事前に輸出して、計画をすすめました。 
ここで、消費税のはなしにもどると、輸出に関して

は実は消費税を払う必要はありません。仕入れなど

でかかった仮払い消費税も、決算の時にかえってき

ます。 
ですので輸出の占める割合が大きい大企業（自動

車メーカー）などは売り上げが大きいわりに、消費

税はあまり納めていないということになります。 

 

 
幹事  
北村 久文君 

１． RI より 
    ・the rotarian 10 月号 
    ・コーディネーターニュース 9 月、10 月号 
２． 米山奨学会より 
    ・ハイライトよねやま 234 号 
３． 地区事務所より 
    ・ガバナーノミニー決定のお知らせ 
４.  君に届け in うえだ 実行委員会様より 
    ・協賛金のお礼 
５. 上田東急 REI ホテル様より 
        ・11/25(月)14 時～15 時まで全館停電告知 
６. 理事会より 
    ・９月度理事会議事録 
恵送 
１． 丸子 RC 様・上田東 RC・東御 RC・小諸 RC・小諸浅

間 RC 様・・・会報 
２． 須坂 RC 様・・インターアクト地区大会報告書 
３. ボーイスカウト・ガールスカウト様・・各資料 
４. ㈱タツノ・・マガジン 153 号 
５. 和光・・ロータリー用品カタログ 
全会員配布物 
１. 当クラブ会報 1036 号 
２．9-11 月プログラム 
３. チャイルドラインうえだ贈呈式のご案内 
４. 米山奨学会事業 豆辞典  
５. 月信  １０月号 
６. ロータリーの友 １０月号(本日は友紹介省略いたし

ます。) 
７. 日本のロータリー100 周年記念バッジ 
８. 長野県東信労政事務所より労働教育講座ご案内 

         

 
          飯島 伴典君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  25 1 0 96.00％ 
前々回 26 3 3 100％ 
会員一同  松澤ガバナー補佐様、西澤補佐様 

本日はよろしくお願いいたします。 

齊藤さん入会おめでとうございます。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 北村 久文君 
宮原 宏一君 水野 泰雄君 中澤 信敏君 
西澤 尚夫君 西澤 文登君 生川 秀樹君 
杉山  裕君 田中 栄一君 山崎 芳雄君 
横沢  正君 吉田  穣君 清水 一典君 
飯島 伴典君 合原 亮一君 湯原  剛君 
齊藤  仁君   

 

 
□司  会    渡邉 章貴君 
□開会点鐘    山崎 芳雄君 
□斉  唱  国歌  奉仕の理想 
□ゲスト 
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 ガバナー補佐  松澤 一志様 

 補佐幹事  西澤 尚夫様  

□入会式     齊藤  仁君  

  

紹介者 山崎芳雄君 

 ㈱五大 代表取締役(不動産業)  

□ラッキー賞 

 提供者 清水一典君 

 『北海道土産』 

        笠原一洋君 

        水野泰雄君へ 

□慶  祝 
 誕生日祝   
  吉田 穣君(14 日) 中澤信敏君(28 日) 
 結婚記念祝     湯原 剛君(9 日) 
  西澤文登君(10 日)  田中栄一君(22 日) 
  宮澤広一君(29 日)  肥田野秀知君(31 日) 
□委員会報告 
 R 財団委員長 中澤 信敏君 
 「チャイルドラインうえだ様への贈呈式について」 

□例会後、クラブ協議会を開催いたしました。 

 

 

 

 

～古川ガバナー公式訪問～ 

10 月 16 日(水)上田東ロータリー  

クラブ様合同のガバナー公式訪問が

開催されます。 


