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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 11 月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 パストガバナー 炭谷 亮一

｢財務省の税金は取りやすいところから取るが鉄則｣は愚策

この不況下でも、億万長者が激増している。今日、国の財政難の対策として、消費税増税法案が国会を通過し、

実施が迫ってきており、世論も｢消費税やむなし｣の方向に傾いてきている。

私個人的には、馬鹿げた方向に税制は向かっていると考えている。つまり、税金は取りやすいところから取る

との原則を忠実に実行に移している。そして、野田総理と財務省の策にまんまとしてやられたと思っている。

マスコミが語ることはほとんどないが、現在の日本では、金持ちや大企業は、他の先進国と比較して、税制的

に非常に優遇されている。このため、金持ちや大企業に冨が集中し、国全体にいきわたっていない。それが消費

を冷え込ませ、景気を悪化させる原因の一つとなっている。

ほとんどの先進国において、金持ちが他の人よりも多くの社会的に責任を負うための制度を用意している。社

会的に弱い立場にいる人を助けるための原資を、我々庶民達も金持ちの所得や財産に求めるのは、正当な方法で

ある。これを｢応能負担の原則｣という。

所得の多い人にはより高い負担を求め、逆に少ない人には低い負担しか求めないのが｢応能負担｣の考え方であ

る。これは、累進課税という原理によって支えられている。

ところが、所得税だけでなく、住民税、消費税、社会保険料の合計の所得との比率において、所得の少ない人

ほど税負担が重くなっている。｢逆進課税｣の状態である。

一方、低所得者で生活するのが精一杯の人達には、世界的に見ても高い税の負担を課している。このことによ

り、格差社会が形成されている。

現在の格差社会は｢豊かな人達｣と｢貧しい人達｣に二分されて

いるという状態ではない。つまり、国民全体の生活レベルが下

がる一方で、ごく一部の人達だけで、多くの冨を占めていると

う冨が偏在して、アメリカ、中国、ロシアに近いような状態に

なってきている。この様な状態は、経済を停滞、さらには疲弊

させている原因となっている。国民全体の生活レベルが下がれ
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ば、それだけ社会全体の消費が減る。消費が経れば経済は縮小

し、さらに景気は悪くなる。また、金持ちの収入がさらにどんどん増しても、社会全体の消費はそんなに増えな

い。金持ちはすでに十分な消費をしているので、収入がどんどん増えても、増えた分貯蓄にまわされてしまう。

冨の一極集中が進めば、消費はどんどん減り、日本経済は悪化の一途をたどる。

現在の状態は｢億万長者を潤すために、ほとんどの国民（一般庶民）は我慢している状態｣といえる。

どうしてこんなことになったか、思い起こしてみれば 1980 年代以降に金持ちや大企業には、大幅な減税が次々

と実施されてきた。ちなみに 1998 年の税収は、現在よりも 13 兆円多かった。1988 年はバブル経済崩壊直前の時

期であり、消費税導入の前年にあたる。1988 年当時のＧＤＰを比較すれば、現在の方が 25 ％もＧＤＦは上昇して

いる。ところが現在の税収は 25 ％上昇どころか、25 ％以上税収が減っている。1988 年以後、国の税制は大金持ち

減税、相続税の減税、そして、これらを補う形で消費税が導入された。現実は、税収は激減し｢金持ちの負担減、

庶民の負担増｣となり、国家財政は負担寸前の状態になった。

今後、我々が税制をどうすればいいか自明の利である。1988 年当時の税制に戻す必要があり、実現すれば現在

のほうがＧＤＰは 25 ％上昇しているのであるから、現在の税収に 25 ％以上が上乗せられ、さらには源泉税分が

あるので、70 兆円は越え、現在の税収のほぼ 2 倍確保できることになる。1988 年当時に税制を戻し、その上 5 ％

消費税があるのだから、一挙に財政健全化し、日本経済復活の起爆剤となれる。先日、政府税制調査会は以上の

様な私の主張に近い答申をしている。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
SONG『手に手つないで』

四つのテスト

会長 挨拶： 11 月 10 日、11
日に富山県で開催されました地

区大会に参加してきました。10
日の熊本県知事蒲島郁夫氏の

｢人生は夢｣、11 日の伊那食品工

業の塚越 寛氏の特別講演「みんなのために」は、いずれも私たちにとって、裨益するとこ

ろは極めて大きいものでした。RI 会長代理中村靖冶氏の講演もまた、ロータリー活動を理解する上で大変役に立

ちました。

熊本県知事蒲島氏は、県の財政立て直しについて語りました。再建の手始めにと、自分の給料 124 万から 100 万

を返納したそうです。その金額は、赤字財政額からすれば、微々たるものでしたが、それに県民が共感したこと

から、財政再建の大きなうねりが造られ、大きな効果に結びついたということです。「財政再建は自己犠牲の上に

成り立つ」と締めくくりました。また、国の政治が迷走している大きな理由として、短期間に首相がころころ変

わる現状を指摘し、一方、知事の任期は 4 年間と長く、その間にじっくりと課題に取り組むことが出きる利点を

強調しました。思えば、全ての任期が 1 年と限定されている RC では、所詮大きな変革は無理であるということで

す。時代にあった RC への転換を目指すなら、同じ役員が数年懸けて実行するプロジェクトが不可欠です。中尾ガ

バナーも懇親会の挨拶で、冗談のように、変革するならもう一年、任期を延ばしてほしい、とおっしゃっていま

したが、案外これは本音なのではないでしょうか。

さて、福島のニュースですが、記事としては比較的小さい扱いでしたが、福島県

が県内の全ての原発廃止を目指して、核燃料税を廃止することを全国で初めて決定

したそうです。原発保有による財源メリットを切り捨てて、安全と安心を得ようと

しています。それは熊本県知事がいった、自己犠牲の上に成り立つ再建と同じ考え

です。失わないと得ることのできないもの、スクラップ＆ビュルド、どれだけこれ

が実行に移せるか、それが今日本中で求められています。

ゲスト紹介： 郭 蒓様(百万石 RC 米山奨学生）

ビジターのご紹介： 村野 元孝様（金沢香林坊 RC）
地区からの表彰：昨年度筆頭副幹事石丸幹夫 副幹事藤間勘菊 野城 勲 宮永満祐美の皆さん

《食 事》 いただきます！

676 回

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 11.22(木）19:00
出席率 14/35 40.00 ％

10 月修正出席率 66.85%
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幹事報告・委員会報告 川きみよ幹事： 地区大会のは大変有り難うございました。高崎 RC
との姉妹提携の延長の署名をしました。12/20は御家族も出席の年忘れ例会です。８ RC新年会は 1
/9（水）18:30 からです。芸子さんを呼びます。アトラクションは計画中。北山会長は新年会でも
お年玉募金を行い仙台 RCを通じて孤児の施設を作ったり、困っている方に送りました。

北山吉明会長：①高崎 RC と金沢百万石 RC との姉妹提携の延長をしました
がお土産の名物のラスクをもってきました。

②地区からの感謝状です。筆頭副幹事の石丸幹夫、副幹事の野城勲、藤間勘

菊、宮永満祐美の皆さんです。

石丸幹夫：時間もなくて短くしますが、南光州 RC とのマッチンググラン
トの基金の件ですが、高崎クラブ 500 ドル、世田谷中央 RC が 500 で会長さんの署名をいただきま
した。百万石は 1000 ドルですが、あと 1000 ドルが必要ですので有志の方の御寄付お願いします。
マッチンググラントは元々 同額補助金といいまして、いくつかのクラブの寄付金と同額が RI から
追加されて事業行っていました。

今年度から新しい制度になり最も小規模の事業は各地区でまとめて予算を配分し、そこから支出す

ることになりました。決定は地区にありますのでパイロット地区にある京都北東 RC は今回は不参
加なりました。

地区やクラブの国際奉仕事業：私は新制度を勉強していませんが。要するに新制度は①新地区補助金：短期間

の金額の少ない補助金 DDF（地区財団活動資金：地区が決める RI から地区に一括して支払われている）、②グ
ロ－バル補助金：長期間の金額の多い補助金事業WF（国際財団活動資金）で 3万ドル以上の総経費（自己負担は 1.5
万以上）③パッケージ・グラントで WF（国際財団活動資金）と戦略パートナーから全額支払われる 当事者負担

はありません。長期間で継続することです。

ロータリー語句はどうも英語の直訳や省略単語が多く、簡単には頭に入らないですね。わからないのと面倒な

事が、地区を含めてクラブの国際奉仕活動をも消極的にしている原因になっているものと思われます。

（追加： 国際奉仕は青少年交換事業だけではない。いつまで経っても、国際奉仕と言えば、地区もクラブも昔

からの国際青少年交換事業でストップし満足しているようです。地区予算のうち殆ど 600 万円（クラブの経費を
含めるともっと大きい）近くはこれのみで、他の国際奉仕事業、特に国際社会奉仕事業とか友情交換事業が地区

にもクラブにも育っていません。（地区国際社会奉仕基金積み立て金というのはあるようですか金額はわかりませ

ん。例えば書き損じハガキなど）友情交換事業費も 5 万円のみです。この点、炭谷亮一 PG のラオス事業へ熱意に
は敬服します。韓国 3710地区との共同国際社会奉仕などは少しやる気があれば素晴らしい
国際社会奉仕が出来るのですが、地区は全く関心がありませんし、求めようともしません。

勿論こちらの地区がイニシアチブをとって、韓国や他の地区に共同奉仕を申しこむ事もあ

りません。委員会もあるのかないのか何をしているのかホームページを開いても出てきま

せんし、委員長挨拶だけです。国際青少年交換事業しか載っていません。）

（追加 11/5高崎クラブ 500ドル承認 11/13 東京世田谷中央クラブ 500ドル承認 ）

炭谷亮一 PG： 先日の日曜日 11/18 に東京米山 E クラブの認証伝達式にい
ってきました。20 数名の会員で 7 カ国の会員がいました。あの姫軍さんも
メンバーでした。例会は日曜日の 8 ～ 9 時で、メイクアップ料は 1000 円で
す。日本語です。韓国、インド、タイ、フィリッピン等、様々です。す。感

想文を書くとメイッキャプがみとめられます。
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参考
クラブ名： 東京米山ロータリーＥクラブ２７５０

英文表記： Rotary E-Club of District 2750, Tokyo Yoneyama
地区： 国際ロータリー 第 2750 地区 創立総会： 2012 年 6 月 2 日

国際ロータリー加盟承認日：2012 年 6 月 21 日 チャーターメンバーー：２７名

クラブ番号： ８４６０１ 所在地域： 全世界対象

特別代表： 関 博子 （東京世田谷中央ＲＣ）

会員構成 2012 年 9 月 1 日現在会員数：28 名 会員出身国： 7 カ国

（日本、中国、韓国、ミャンマー、インドネシア、バングラディシュ、スリランカ）

男女比：男性 14 名 女性 14 名

学友・一般会員比率：米山学友 16 名 一般会員 12 名

ニコニコ Box ¥9,000- 本年度 ¥268,000- 残高 ¥4,345,216-
北山会長：いつもニコニコフェイスの郭さん。笑顔をありがとう。 炭谷会員：郭さん、寒い日

が続きます。体に気をつけて勉強して下さい。 藤間会員：郭蒓さん、がんばってますか。イタ

リアの舞台は感動でした。文科省では大変立派な式典でした。 宮永会員：郭さん、この間は地

区大会お疲れ様でした。今日のお話楽しみにしています。

講話の時間 米山奨学生 郭 蒓 様

プロフィール：名前：郭莼 年齢：２２歳 生年月日：１９９０年１０月１５日

出身地：中国江蘇省南京市 出身校：北京語言大学・北陸大学

専攻：日本語と金融・会計

近い将来の進路：日本での就職を第一希望を考えるので、来年東京大学公共政策大学院の経済政

策専攻に進学する予定

好きな言葉：秀才は中途半端な努力しかしない人で、天才は超人的な努力をして、しかもそれを

努力と思わない人

留学歴：日本は初めての外国で、去年東大震災の後に留学してきた

講話：『 留学雑談―友好の輪を広げ 』

プロフィルは上記のようですが、水泳、ヨガ、旅行、読書（特に人物伝記や探偵類）

が趣味です。出身の南京市は石川県ほどの面積で 4737 平方㎞あり人口は 810,91 万人

（2011）。長江流域の中心都市で、かっての国民政府、三国の呉の首都として知られてい

ます。とても暑く中国のボイラーともいわれています。年間 GDP/人（2011）は約 53 万で

す。

名産物は観光地としては明孝稜（世界遺産、明時代の朱元彰野墓地）、中山稜（孫文の

墓地）、夫子廟（昔の国家試験場）があり、食べ物には 塩水鴨、赤豆元宵（小豆と餅団

子のスープ）、伝統工芸品には云綿（世界的無形文化財）雨花石があります。

江蘇省南京市は南京事件のせいで日本企業は投資を躊躇しています。名古屋市とは姉妹都

市ですが、市長の発言で交流が一時停止となりました。しかし、山田電気が南京に支店を

だしています。

米山奨学生としては毎月の例会に出たり、研修旅行に行ったり、カウンセラーと交流したり、誇りと責任が共存

し、恩返しの方法を考え友好の輪を広げる必要があります。そのためには中国人として日本の伝統文化を体験し

て様々な人と交流し、視野を広げることです。

中日関係への私見：誤解が生じた根本的な原因は交流が足りない事からです。冷静に自体を分析するインテリ層

関博子特別代表（東京世田谷中央 RC）
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と感情的になりやすい出稼ぎ労働者の格差問題が深刻です。自然災害や原発、頻繁な政権交代で政治不信の日本

ですが、 ここに素晴らしいコラムニストを紹介します。 加藤嘉一さんで日本生まれの 20 代で北京大学をでて

中国語、英語も得意です。初めての著書は中国語で『われ日本海の橋とならん』『いま中国人は何を考えているか』

等で日本でも出版しました。 あらゆるものは少なくとも表裏の両面でとらえることができ、たとえチャイナリ

スクとはいえ、「危機」と書くようにリスクとチャンスを共存している事を忘れてはならない。親日と言えないま

でも知日の一人として頑張って行きたいです。 （要旨）

点 鐘

米山ハイライト 米山の親善大使を募集します！― 米山学友表彰制度

東京ＲＣによる「米山基金」設立から 60 周年を迎えたことを記念し、日本国内で活躍する米山学友を“ロータリ

ー米山親善大使”に認定し、表彰する制度を新設します。

選ばれた学友には記念品や親善大使の名刺を贈呈し、約 2 年間、米山記念奨学事業の魅力を広く伝えていただき

ます。皆さまの周りで、「母国と日本の懸け橋になって活躍している」「世界平和に尽力している」など、頑張っ

ている学友がいましたら、ぜひご推薦ください。自薦、他薦は問いません。

締め切りは 2013 年 1 月末です。詳しくは下記ページをご覧ください。

→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/news/2012/detail_536.html
その他の記事は、ぜひ PDF 版をご覧ください。→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight152_pdf.pdf

高校生 交換留学のホストファミリーのお願いについて
川幹事のご子息が、来年 夏に英語圏の国に派遣される交換留学生に合格なさったことは 皆様ご承知の通りです。

私たちが受入する英語圏の交換学生（高校生）のホストファミリーを引き受けていただける会員を、探しております。

もちろん川会員は 受け入れますが ２家族以上が規定で、通常３～４家族で一年間のお世話をします。

ちなみに 今問い合わせがあるのは、ニュージーランドの高校生です。ニュージーランドの場合 １月末ごろからのスタートになります。

最初は川会員のおうちですので、５月ごろから受入可能の方はいらっしゃいませんか？

ご協力いただける方 もしいらっしゃいましたら ご連絡をお願いします。よろしくお願いします。 宮永 満祐美 090-2033-1766

8RC 新年号同例会についてのお願い
当ＲＣがホストクラブとなり御世話をすることになっております。百万石ＲＣらしい合同例会にするため、全員

出席でご協力のお願い申し上げます。当日の役割分担の関係上、確実な出席者の把握をしたいと思いますので、

出欠を問わず必ず11月22日迄にご提出ください。ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」

日 時 平成２４年 １月 ９日（水） 開会１８：３０ 当クラブ会員は １７：００ の集合

今年度の年忘れ例会と大路さんの歓迎会
金沢百万石ロータリークラブ クラブ管理運営委員長 村田 祐一 親睦委員長 金 沂秀

毎年恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しておりますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの

上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。

１２月２０日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ ルミエール ｣

会 費 会員 8,000 円 御同伴者（中学生以上） 6,000 円 子供（小学生以下） 3,000 円

〆 切 １２月１３日（木） ＦＡＸ２６２－２２４１

※オークションへの出品は、時間の関係上 一人一品限りとさせて頂きます。出品用紙を後日配布しますので、

当日添付の上ご持参下さい。

会員消息

鳥金村 ディナーショウ
金沂秀会員村田祐一会員らのディナーショー 11.25 17:00 より東急ホテ

ル５ F で行われれました。村田祐一会員の横笛、金会員「オーソレミオ」

などの独唱がありました。ピアノ伴奏は田島睦子さん

鳥井氏、金氏 村田氏が主役です。

金沢百万石会員もたくさん出席しました。

谷伊津子ミュジックスタジオディナーコンサートのお知らせ
12.22（土）pm6:30 金沢ニューグランドホテル４ F 金扇の真 会費 13,000 円

谷伊津子 090-8093-8093 まで

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight152_pdf.pdf
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