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第 5９巻第 4号 通巻第 2772号 

第 2787回 例会 

2017年（平成 29年）8月 1日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 

会長 秋 葉 芳 秀 
〃      幹事 並 木 孝 治 

 
 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生祝い 

米山奨学金授与 

スピーチ 

活動計画発表 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

ＣｏＣｏ壱番屋 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

並木孝治 会員 

カン・パンナレットさん 

カン・パンナレットさん 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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会長挨拶 

 
秋葉芳秀 会長 

 皆様、こんにちは。今日は 7月 25日、土曜の
丑の日になるようです。昨日は 7月 24日であり、
3 年後の平成 32 年 7 月 24 日は東京オリンピッ
クの開会式ですから、3 年後の今日は、日本中
の国民がテレビ中継を見ていることでしょう。
その前年の平成 31 年 10 月 1 日から、消費税率
が原則 10％ですが、飲食料品は軽減税率の 8％
に据え置かれる、複雑な制度がスタートします。
そして、現在の帳簿方式からインボイス方式へ
と、制度が変更されるスタートに当たり、これ
から事務負担が大きく増えます。しかし、あと
10カ月でオリンピックですから、税率を上げる
かどうか、安倍政権は苦しむはずです。もっと
も、その前に衆議院総選挙や参議院議員選挙が
必ずありますので、安倍政権が続くかどうかも
全くわかりません。そして、当クラブも、消費
税率が改正される平成 31 年 9 月に、創立 60 周
年記念行事を開催することになります。それま
でに、会員を全国平均の 40人程度まで増やした
いと切に思っております。 
 今日は 7月 25日、「土用の丑の日」であり、8
月 6 日も土用の丑の日だそうです。今日の例会
の昼飯は「うなぎ」になりました。普段の約 3

倍の価格のお昼です。今日欠席された方は、運
が悪い方です。なぜ「土用の丑の日」にウナギ
を食べるようになったのか、ネットで調べたら
理由はあるようです。現代栄養学によれば、ビ
タミンＡが多く含まれており、スタミナ維持・
夏バテ防止に効果があり、夏の食品としては最
適とのことです。そもそも、春夏秋冬の「土用」
は年 4 回あり、その正確な解説も実感がわかり
ません。 
 お手元の新聞記事によれば、卸値は昨年より 1
割ほど安いそうですから、小売価格や飲食店の
価格も、昨年よりは安いことでしょう。東金で
も成田でも、我々が食べる物はほとんど「輸入
ウナギ」です。印旛沼の脇に、「印旛沼漁業協同
組合」があり、ウナギ・ナマズを養殖しており
ます。昔は利根川を上ってくる「しらす」を捕
まえ、じっくり育てて、天然ウナギに近い歯ご
たえのある「ウナギ」でした。今は、許可をも
らい、高い値段の「しらす」を購入し、養殖し
ております。コンクリート製のビニールハウス
池が全部で 10 個、面積にすれば役 50 坪の養殖
池。水温は 28℃、池は常に撹拌し、餌は毎日 2
回、成長の異なるグループごとに与えます。生
物ですから歩留まりが損益に影響します。 
 高い価格の「しらす」を、高い労賃・髙い餌・
高い光熱費をかけ、当然に原価は輸入ウナギよ
りも高くなります。同一敷地内に飲食店を経営
しており、一貫経営で育成したウナギであって
も、値段設定は高くせざるを得ず、最近は客数
が減少、当然に売り上げも減少、悪循環です。
養殖ですが国産ですから、輸入物と比較すれば、
全く違います。しかし値段が高いのが欠点で、
経営面では千葉県からの資料室の賃貸収入、印
旛沼に生息している外来生物・噛みつき亀の駆
除業務受託収入などで収入を確保しております。 

第 2786回 例会の記録<7月 25日＞ 
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 私は、顧問税理士として経営に関与すること
10年以上になります。理事会に出ても現役漁師
の高齢化と後継者不在の状況で、活力が年々下
がります。事業が持続できるかどうか、瀬戸際
まで追い込まれております。高くても国産であ
れば買いたいという人がいなければ、経営は厳
しい状況になります。作ることも大変ですが、
不特定多数の消費者に売ることは、さらに大変
です。ロータリアンには、国産野菜、国産の肉、
国産のウナギなどのファンになってもらいたい
と思います。 
 

幹事報告 

並木孝治 幹事 
○おとといの日曜、地区でクラブ研修リーダー
委員長セミナーが開かれました。県内地区か
ら 90名以上が参加しました。活発な討論が行
われました 

○八日市場ＲＣから週報が届いています 
○8月 5日奉仕プロジェクト委員会セミナー 
○8月 26日 インターアクト年次大会 
○8月 26日地区会員増強・退会防止セミナー 
○9月 2日米山ロータリーバーベキュー大会 
○11月 8日千葉北ＲＣ創立 20周年記念行事 
 テーマ「生涯ドライバーを目指して」 
各種企画が予定されています 

○8 月 19 日やっさフェスティバルの日に 17 時
から国際交流協会ミニパーティーのご案内が
来ています。東金商工会館 1階で行われます 

○8月 19日やっさフェスティバル清掃奉仕の 
出欠確認表を回します 

委嘱状伝達 

 
菅原實 会員 理事、国際奉仕委員長、職業奉仕委員、 
       ロータリー財団委員 

 
髙山友二 会員 クラブ研修委員、管理運営委員、 
        青少年奉仕委員 

 
長尾邦俊 会員 理事、職業奉仕委員長、親睦活動委員、 
        米山奨学委員 
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活動計画発表 

 
長尾邦俊 職業奉仕委員長 

 皆様の事業の中での奉仕と、ロータリークラ
ブの奉仕との接点を見つめなおす。奉仕とは何
か、を考えていきたい。時間があれば京都の方
にでも皆で行きたい。9 月の終わりに私事で京
都に行くので、京都のＲＣでの例会に参加した
い。参加希望者があれば、計画を立てる。 

8月 24日八鶴亭で現・ロータリアンと今まで
のロータリアンとの酒席を設けるので、お時間
のある方は出席してください 

委員会報告 

 
高橋邦夫 クラブ奉仕委員長 

○9月 5日 18時から 東金ＲＣ創立記念例会 
 場所:新千葉ＣＣあさぎりレストハウス 
 名誉会員、東金市長、東金ビューＲＣ、 
夫人の会、会員のご家族の参加を予定してい
ます。お声かけをよろしくお願いいたします。 
※今年もゴルフは実施しません 

○9月 12日 ガバナー公式訪問 
 全委員長さんの御出席・ご用意を願いします 
○9月 19日 祝日週休会 
○9月 26日 東金税務署長さんの卓話 
○10月以降も卓話の企画をしてまいりたい。卓
話者の推薦と、会員の卓話をお願いします 

スピーチ 
 古川秀夫会員よりスピーチをいただきました。腰を痛め
たお話から、老化と心身のバランスについてお話をいただ
きました。 
 詳細につきましては、申し訳ありませんが紙面の都合上
割愛させていただきます。（事務局） 

出席率  ７月 25日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１5名 ７３．３３％     ５，０００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メ
ーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 

ニコニコ BOX 
○孫二人がマレーシアから帰ってきており、久し

ぶりの賑わいです。   （秋葉芳秀 会長） 

〇久しぶりにヨーロッパ出張に行ってきました 

             （菅原實 会員） 

○東金学芸高校、ゴルフ部・自転車競技部が全国

大会に進出しました   （高橋邦夫 会員） 


