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‖1界へのフレゼントになろう
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http:′ハ″ww sh zuoka eastrclp

'・111りI:デデ|::::|,,lF‐掌f:1丁 lri:う1:[引

1

2015-2016

I(R ラビ ラビントラン

↑

=沼会長

杉口II明 喜雄

結婚記念日

該当なし

財政緊縮策への賛否を問う国民投票を実施し、予想を

覆して財政緊縮策の反対が約 61%と なりEtか らの財

政支援が受けられるか否かの崖つぷちの交渉を EUと
展開しております。デフォル ト、ユーロ離脱が現時点

における最大の焦点となっています。そもそもギリシ

ャは、紀元前 377年に世界初のデフォル トが発生した

国であリデフォル トの常習国のようです。

今回の国民投票の結果は、長年に亘り財政赤字によ

り国民の 10%(働人口比 30%)相 当する公務員の給料
の支払いや年金の支給、公共工事等により国民が経済

的享受を常態と捉え、経済的既得権を手放すことがで

きなかつたためと思われます。やはり人間は経済的レ
ベルの引き下げを受け入れることは中々困難の様です。

翻つて日本の財政はどうでしょうか。平成 27年度の
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第 2723回例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》  「我等の生業」

《BCM》  ベルリオーズ「幻想交響曲作品 14」

《グスト》  なし

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生日
7月 11日 細川 俊彦 君

《会長挨拶要旨》

ギリシャ財政問題

今週は、先週に引き

続きまして各委員会か

ら年度計画発表をして

頂きますので、委員長

リーダーの皆様、宣し

くお願い致します。

さてギリシャは 7月

5日 欧州連合が求める

平成 27年 7月 9日  天候 曇

国の一般会計の予算は 96兆円、そのうち国債発行によ

る歳入が約 37兆円で国債依存度が 383%です。約 4

割を借金に依存しています。また歳出のうち 24兆円

(25%)国 債の償還と利払に充てられています。まさに

日本の財政は自転車操業であり、借金で借金を返済し

ている国といえます。

更に国の債務残高は、バブル崩壊後の平成 6年度

(細川内閣)ら 赤字国債の発行が再開され、その後急速

に増加し平成27年度末で約1,167兆円の見込みとなり

対 GDP比 2338%と なり、他の先進国と比較すると最

悪な水準となつています。デフォル ト寸前のギリシャ

でも 173%で 日本よりも低い水準です。ちなみにアメ

リカ 1101%、 イギリス 976%、 ドイツ 758%、 フラ

ンス 1174%で す。

仮に財政赤字を消費税で賄い国債に依存しないとし

た場合、消費税率をいくら引き上げなければならない

のでしようか。消費税率 10%は平成 29年 4月 まで延

期されましが、平成 27年度予算から消費税率 1%で約

2兆の税収がありますので、ここから算定しますと国

債に依存しないための消費税率は、単純計算で約 25%
となります。消費税率 25%は、北欧の高福祉国家のス

ウェーデンと同率です。ちなみに欧llは 20%～25%
アジアは5%から 17%、 アメリカは州により税率が異

なりますがニューヨーク州では約 9%です。少子高齢

化に伴い社会保障費が増加の一途を辿ることが想定さ

れていますので、長期的には消費税率 10%は通過点に

過ぎないかもしれません。

日本も 20年に及ぶデフレ経済において国債依存に

より財政が維持され、私達もギリシャと同様に行政の

借金による経済的享受が常態化しているといえます。

日本も財政再建を真剣に取組んでいかなければならな

いと思いますが、それは国民の経済的痛みを伴うもの

です。その時、私達は「イエスJと 言えるのでしょう

か。ギリシャの財政問題は対岸の火事ではなく、日本

にも投げかけられた問題なのかもしれません。
「入るを量り、出るを制すJ(細川平洲)と いう名言

が有りますが、その有言実行が困難なことを、デフォ

ル トの歴史が物語つているのかもしれません。



《委員長・ リーダー針口発表》

●クラブ管理運営 委員長     中嶋 達郎 君

杉山年度はスマイルグループを親睦活動グループ
の中に組入れ、さらによリー層の友好を深める為に同

好会を増やした活動を行いたいとの方針です。その意

を体し、親睦活動を中心としながら更なる人間関係を

築いていきたいと思つています。

新潟東 RCと の交流活動を 11月 13,14日 来静頂き実

施します。早めに出欠確認を実施していきます。当ク

ラプが主催ですので立派に成功させるためご協力を

よろしくお願いします。

クラブ奉仕グループ リーダー   柴田 啓之助 君

今年度は稲森会員と2人で活動して参ります。どう
いう活動を実施するかの具体的なことを検討してい

ますので、よろしくお願いします。

出席グループ リーダー 鈴木 洋一 君

今年度は、ネットでのメイクアップを知つて頂くた
めに説明の機会を持つていきたいと思います。出席報
告は数字の報告だけではなく、時間などの状況により
トピックスをお話しすることも実施していきたいと
思います。

親睦活動グループ リーダー 小山 宏之 君

例会受付を明るく元気に皆さまをお迎えすること。

例年通り3回の夜間911会 を開催、ご家族、会社の方も

含めて懇親を図つて参ります。10月 の職場見学会のほ

か、新潟東RCと の交流会の準備を進めて参ります。

今年度発足する同好会活動も支援していきます。

今年度からスマイルも役害1と なり、例会受付場所で

受付を実施します。日標 100万円を目指して心優しい

スマイルをお願いします。

さまにお願いたいことがあります。
ポリオの常在国は 3カ国で昨年の患者数は 359例で

す。撲滅まであと一歩のように見えますがこの一歩が

とてつもなく難しい一歩です。昨年も常在国で無い国
へ飛び火し6カ 国 19例ありました。フクチン出来株

による患者の発生という問題もあり、ナイジェリアで

は患者が 30例 も発生しています。ポリオを発症させ

ないためには産まれてくるこども達全員にワクチン

を投与することが必要です。 1回 のフクチン代は 60

セントです。皆さまにロータリーカー ドを作つて頂く

と自己負担なしに使用金額の 03%が ロータリー財団

に寄付されポリオ撲滅に使われます。ロータリーカー

ドでポリオの撲滅にご協力ください。

ロータリー財団グループ リーダー 戸塚 教雄君
ロータリー財団への寄付を特別会費として 100ドル

実施していますが、今年度はガバナー日標としてロー

タリー財団への寄付を 150ドル、ポリオ プラスに 30

ドルの目標を掲げています。理事会にて審議頂き、ロ

ータリー財団へ 1,000円 、ポリオ・プラスヘ 1.000円

上乗せして集めさせて頂きますのでよろしくお願い

します。

米山グループ リーダー 神野 一成 君

今年度の計画書を差替えさせて頂きます。今年度は

米山梅吉翁の偉業を学ぶため米山記念館を訪問します。

その後、東山旧岸亭などを見学します。詳細はご案内

をご覧ください。

また、米山グループの活動とは別に杉山会長からの

ご依頼によリワインの会を年 4回開催致します。第 1

回を 9月 3日 に開催しますので、将来ロータリクラブ
ヘの入会が有望なご友人をお誘いください。

《スマイル報告》

杉山明喜雄 君   今週は、先週に01続きまして各委員
会から年度計画を発表していただき
ますので、よろしくお願い致します。

中嶋 達郎 君   新年度スター トで、クラブ管理委員
会が杉山年度の意を体して頑張ると

張り切っております。この 1年 6委員
会が協力しスター トさせて頂きます。

戸塚 敦雄 君   本日、ロータリー財団の発表ですが
13:11の新幹線ですので、順番を早め
て頂きました。ありがとうございま

す 。

日中 義一 君   昨日と今日で株は暴落。でも今日が

底と信じて嫁に借 りて今 日株を買い

ました。嫁から殺されない事を祈つて

伊藤洋一郎 君   プレミアム付商品券の 1冊 目を使
いきりましたので、プレミアム分をプ

テスマイルします。

佐野 哲一 君

ソングはオープニングセレモニーと言つた意味合
いもあり、他クラブの様に黙ってむっつり歌うよりも

例会を始めるにあたり少しでも気持ちを明るく、でき

れば皆さんの笑顔を導き出したいと心掛け、メンバー

それぞれ考えて作戦を練つてコメントを入れて当番
にあたっています。 4人で頑張つていきますので、よ

ろしくお願いします。

ソンググループ リーダー

SAAグループ リーダー 杉田 至弘 君

例会は46回あり、全員が顔をあわすこの機会は一

番充実したものでないといけないと杉山会長よりお

話しを頂いております。

食事の無駄の無い様にすること、席を決めて会員相
互の交流を図り、ビジターの方は会話が弾むように業

種の近い方と同席としていただき、音楽などでも会場

を楽しい雰囲気にすることで、出席率の向上、魅力あ

る静岡東 RCと して会員増強につながつていけばと考
えています。

●ロータリー財団米山 委員長   望月 康弘 君

今年度の地区日標 2018年 END POし 10に 関連して皆

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
52(49) 43 6

7/2 52(51) 6

6/25 50(51) ll 4 7 86 27%

く会報作成 :鳥屋原 昇〉


