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本日の行事予定（2019 年 10 月 25 日） 

第 3211 回例会 

卓話担当：佐藤敬治君 

講  師：あいさい音楽祭実行委員長 

セントラル愛知交響楽団 

楽団長 榊原利修氏  

あいさい音楽祭実行委員 

名古屋音楽大学講師 

榊原祐子氏  

演  題：あいさい音楽祭から 
 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3210 回 ’19 年 10 月 4 日（金）晴れ 

卓話担当：米山奨学委員長 三谷栄一君 

講  師：2019-20 年度米山奨学生 

何月琦氏 

演  題：中国語を母語とする日本語学習者の

受身文の使用実態 

ロータリーソング  「四つのテスト」 

ソ ン グ リ ー ダ ー  伊藤哲朗君   

ｹﾞ   ｽ   ﾄ 2019-20 年度米山奨学生 

 何月琦さん

会 員 総 数  61名   9月 2日例会分訂正 

出席免除会員  18名   欠 席 会 員     22名 

本日出席会員  39名   MAKEUP会 員     12名 

本日の出席率 83.61％  訂 正 出 席 率 92.73％ 

超 過 出 席  

山田勝弘君（ＷＦＦ実行委員会） 

伊藤幸蔵君、田中正明君、山田勝弘君、山本達彦

君、杦田勝彦君、篠田廣君、水野憲雄君、飯村理

君、小林啓子君、野尻栄一君、山田公男君（社会

奉仕委員会・会場委員会合同委員会） 

伊藤幸蔵君、田中正明君、山田勝弘君、山本達彦

君、浅井彦治君、杦田勝彦君、篠田廣君、三谷栄

一君、佐藤敬治君、滝川林一君、幅辰雄君、堀田

力男君、飯村理君、伊藤誠君、伊藤哲朗君、加藤

則之君、小林啓子君、大河内勝彦君、鈴木吉男君、

山田公男君（理事会） 

伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、三谷栄一君（クラブ米

山奨学委員長会議＆第 23 回米山学友（愛知）総

会） 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

10 月からは、衣替

えという事で、クール

ビズは終わりなのに

今日は関東から西は

真夏日ということだ

そうで、暑い中のご出

席ありがとうござい

ます。季節感がなくな

りました。 

消費税値上げの混乱のニュースも落ち着いてき

たようで、連日のワイドショーもちと飽きたよう

な気がします。高々2%のことで、ああすれば、損

だ、こうすれば特だと連日大騒ぎして、そんな議

論をテレビで見とらすと、もっと働けやと思いま

す。小規模事業者の軽減税率制度に対応できるレ

ジスターの導入、キャッシュレス決済、ポイント

制度などを含め不明瞭な点や未解決な問題が多い

中、消費税増税であります。２度延期されたもの

の、ついにこの 10月より８％から 10%に引き上げ

られました。たかが 2%、されど 2%であります。 

所得が伸びない中での増税に、多くの庶民は諦め

感と共に怒っています。フラストレーションも溜

まっています。 

 「暮らし向き」「収入の増え方」「物価の上が

り方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時」につ

いての消費者の意識の変化を表す指数。内閣府の
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消費者動向調査により発表される「消費者態度指

数」というのがあります。 過去最悪 となりまし

た。消費者心理の悪化が続けば 景気の悪化は増税

どころではありません。 

 で、外食、酒類を除く飲食料品の税率は 8%に据

え置かれます。食品以外で例外的に軽減税率が認

められたのが、自分ところのことで、恐縮ですが、

新聞であります。「そんなの、インチキじゃね、

ズルイわ」と妬みを買います。ほとんどの物の値

段が上がるので、「どこかで節約をせないかん。

要らないものから、買うのを止めようと」なるの

は容易に想像できます。新聞の優先順位はますま

す下がる中。読者の怒りの矛先が、食品以外で例

外的に軽減税率が認められた新聞に向けられ、「ま

あ、新聞なんかやめたる」と電話がかかってきま

す。 

 しかし、どうして新聞だけが？という意見もあ

ります。知識には課税しないと言う考え方があり

ますが、雑誌や一般書籍も十分に知識を得ら、思

索を豊かにしていくでしょうし、もっと枠を広げ

ていけば映画や演劇、芸術作品などにもそういっ

た考え方ができないこともありません。だったら

スポーツはどうでしょうか。ファッション、服だ

って、毎日裸で暮らしとるわけじゃねえし、、、

T さんも文句を言うでしょう。そうなってくると

際限なく対象は広がっていき、消費税増税の目的

である財源の確保自体が危うくなってくるでしょ

う。 食糧や栄養は毎日取らなければいけません。

また何か一つに偏れば偏食となります。毎日、摂

取するという意味で新聞は年末年始や休刊日を除

けば休まずに届きます。また政治経済から文化、

スポーツ、国際情勢までバランス良く知識や情報

を得ることができます。その意味からすると思索

のための食料に一番近いのは新聞と言えないこと

もなさそうです。 消費税が高いと言われる、ヨ

ーロッパでも知識には課税しないという伝統があ

って、イギリス、ベルギー、デンマーク、ノルウ

ェイといった国が新聞や書籍を軽減税率の対象と

しています。その理由を調べていくと「新聞は思

索の食料や栄養源」といった考え方があることが

わかります。そしてそんな思索の食べものを得る

ために負担を軽減していく役割を果たすのが軽減

税率ということになります 

 で、日本では、どうして？ということですが、

安倍政権とのつながりが深い、安倍さんとお友達

の渡辺恒雄主筆の読売新聞 紙面では消費増税止

む無しと煽りながら、軽減税率獲得に奔走しまし

た。今では、読売新聞は政府の機関紙かな、、、

日本の人民日報ですね。政府の都合の悪い事は書

けません、今、話題の原発の問題などは結構スル

ーです。聖教新聞の公明党も新聞の軽減税率につ

いては、、、言うまでもありません 

 しかし、何と言っても、津島市議会から国に新

聞の軽減税率の陳情をして頂いた加藤則之議員さ

んのお力が大きかったです。 

 いよいよ明日から津島秋まつり、分区のゴルフ

大会、WFF、ベトナム訪問と忙しく続きます。元気

で頑張ろうと思います。 

 また 9日には「住田 正幸さんのお別れの会」が

あります。多くの方の出席をよろしくお願いしま

す。 

 

 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

 

１. 本日は、米山奨学   

生の何月琦さんに卓話

をして頂きます。また、

会長より奨学金をお渡

し頂きます。 

２. 10 月 8 日（火）桑

名カントリー倶楽部に

て西尾張分区ゴルフ大

会が開催されます。 

３. 10 月 12 日（土）、13 日（日）第 7 回ワール

ドフード＋ふれ愛フェスタが久屋大通公園で開

催されます。10月 12日（土）12:30からは例会

です。 

４. 10月 15日（火）事務局はお休みです。 

５. 10月 20日（日）から 10月 25日（金）まで地

区補助金事業のベトナム視察旅行です。 

６. 今後の例会の予定ですが、次回は先程御案内

のとおり 10 月 12 日（土）、ワールドフード＋

ふれ愛フェスタのブース例会になります。その

次週の 10月 19日（金）は休会となりますので、

例会場での次回例会は 10月 25 日（金）となり

ます。お間違いのないようにお願いします。 

７. 本日、誕生日祝いの代わりの津島ロータリー

クラブのジャンパーを配布させて頂きました。 

ワールドフードフェスタにおいでの際は御着用下

さるようお願いします。 

８. 本日の配付資料は次のとおりです。 

①ロータリー米山記念奨学事業リーフレット 

②ロータリーの友 10月号 

③2018-19ガバナー月信 特別号 

④ＷＦＦブース案内（添付）とチラシ 

⑤余郷達也さんから【お月見灯路】リーフレット 

９. 本日の回覧資料はザ・ロータリアン 10月号で

す。 

１０. 10月のロータリーレートは１ドル 108円で

す。 
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ニコボックス報告 第 3210回分 

坂井裕ニコボックス委員 

伊藤幸蔵会長、田中正

明副会長、杦田勝彦幹

事 ①米山奨学生「何

月琦」さんをおむかえ

して。②明日から尾張

津島秋まつりが行われ

ます。 

余郷達也君 10月 11日～14日尾張津島お月見

灯路 ぜひ散策に来てください。 

寺田晏章君 津島秋まつり天候にも恵まれま

す。皆さん家族共々是非お出かけください。 

三谷栄一君 卓話を担当します。よろしくお願

いします。 

浅井彦治君 今月から赤い羽根共同募金が始ま

ります。皆様よろしくお願いいたします。 

宇佐美三郎君、長田一郎君、坂井裕君 ＷＦＦ

の成功を祈って 

坂井裕君 今週はニコＢＯＸを担当致します。

よろしくお願いします。 

杦田勝彦幹事、浅井彦治君、伊藤聖年君、伊藤

誠君、神谷里明君、加東育郎君、野尻栄一君、

幅辰雄君 ラグビーワールドカップ日本快進

撃！明日のサモア戦も勝利を目指せ。 

佐藤敬治君、長田一郎君、山本達彦君 本日の

卓話講師に米山奨学生の何月琦さんをお迎えして 

伊藤幸蔵会長、杦田勝彦幹事、浅井賢次君、飯

村理君、猪飼充利君、伊藤哲朗君、稲川明俊

君、加藤則之君、小林啓子君、高木輝和君、長

田一郎君、堀田正裕君、前田昭生君、松本浩義

君、水野憲雄君津島秋まつりの盛会を祈念して 

寺島淳一君、河西あつ子君、相羽あつ子君、小

林啓子君 その他 

 
 

卓 話 
卓話担当：米山奨学委員長 三谷栄一君 

講  師：2019-20 年度米山奨学生 

何月琦氏 

演  題：中国語を母語とする日本語学習者の

受身文の使用実態 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他 

■ ジャンパーの配布 

山本達彦親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ワールドフード+ふれ愛フェスタ 

        飯村理社会奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

より詳しく知りたい方は、資料があります

ので事務局までお越しください。 

誕生日祝いの代わりのジャンパーを

配布させて頂きました。 

10月 12日、13日に予定していました

が台風 19号の東海地方への接近に伴い、

全面的に中止する旨のお知らせがあり

ました。 

 そのため予定していた第 3211回例会

は中止となりました。 
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次回例会 

第 3212回 ’19年 11月 1日（金） 

卓話担当：加藤則之 R 財団委員長 

講  師：地区補助金委員 浅井彦治君 

演  題：ロータリー財団の多様性について 

お知らせ 

■津島東高校 IＡＣ例会 

 と き：10 月 25 日 (金）16：00 

 ところ：津島東高校 

 

 
誕生日・結婚記念日祝福（10月） 

吉田康裕親睦活動委員 

 

野々山勝也君（12日） 

小林 啓子君（19日） 

加藤泰一郎君（24日） 

寺島 淳一君（25日） 

夫人 

猪飼 充利夫人（10日） 

宇佐美三郎夫人（20日） 

八谷 順一夫人（26日）      

結婚記念日祝福 

前田 昭生君（ 7日）八谷 順一君（ 8日） 

後藤  亨君（10日）寺島 淳一君（10日） 

加籐泰一郎君（10日）中野 義光君（12日） 

高木 輝和君（16日）山田 勝弘君（23日） 

稲垣 宏高君（25日）後藤  務君（27日） 

山本 達彦君（30日）杦田 勝彦君（31日） 

 
 

11月のメニュー 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

11月の例会変更 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2019-20 地区大会 

 と き：11 月 9 日 (土）10：00～20：00 

     11 月 10 日（日）10：00～16：00 

 ところ：ホテルナゴヤキャッスル 

 本会議受付：11 月 10 日（日）9：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮ＲＣ 11/7 木 ホテルナゴヤキャッ

スル 

一宮北ＲＣ 11/10 金 一宮商工会議所ビル 

一宮中央RC 11/13 水 一宮商工会議所ビル 

名古屋空港

RC 

11/11 月 キャッスルプラザ 

尾西RC 11/11 月 尾西信用金庫１階 

名古屋守山

RC 

11/13 水 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎ

ﾃﾙ 

名古屋大須

RC 

11/14 木 名古屋東急ホテル 

一宮ＲＣ 11/21 木 一宮商工会議所ビル

夜 

尾西RC 11/25 月 尾西信用金庫１階 

11月 1日 ちらし寿し、吸物 

11月 8日 割子弁当、赤出し 

11月 15日 ミックスフライ定食 

11月 29日 すきやき定食 

 

津島秋祭 尾張津島秋まつり 

尾張津島お月見灯路 

 


