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2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘

２．ロータリーソング

　　「それでこそロータリー」

３．四 つ の テ ス ト

４．会　長　の　時　間

５．幹　 事　 報 　告

６．出　 席　 報　 告

７．委　員　会　報　告

８．1200 回記念例会　懇親会

９．次週例会の案内「SAA」

10．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1200回　 平成 24年 2月 29日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
3月のテーマ
　「識字率向上月間」

3月7日（水） ・・・「1201回」ロータリー情報
　　　　　　　　 　「ロータリー情報委員長」
　　　　　　　　　 　３月のセレモニー・理事会
3月14日（水）・・・「1202回」委員会討議「各委員会」
3月21日(水） ・・・「1203回」会員卓話「山本　兼裕君」　
3月28日（水）・・・「1204回」夜間例会「親睦委員会」

　本日は、２月２２日　
　１１９９回の例会です。
　本日のお客様、宮崎北ロ
ータリークラブの海江田さ
んをご紹介します。ようこ
そいらっしゃいました。有
り難うございます。
　最近の報道から感じたこ
とで、日本の森林が危ない。
このままでいいのか？外国人が日本の森林の買収を進め
ている。この数年、日本の森林の価格は下落を続けてお
り、今が底値と判断した海外投資家が購入するケースが
多い。また、水源として利用しようと考える海外企業も
あるようだ。
　世界の水の需要状況では、先進国では健康や美容など
への関心の高まりから、良質な水へのニーズが旺盛にな
りつつある。一方で、発展途上国では人口増加や経済発
展によって、生活用水が不足する事態が起きている。
　経済産業省が発表した 2008 年度の通商白書によると、
安全な水の供給を欠いている人口は、世界で11億人とさ
れ、安全な水が無いために、毎日4500人以上の児童が亡
くなっているという。水不足は今後更に深刻化するとみ
られており、2025年には世界で55億人の人間が水不足に
陥ると予想されている。
　日本の森林を買収する外国人の中でも、特に中国人の
動きが目立っている。中国には長江や黄河などの大河が
あり、豊富な水を有する国のイメージがある。しかし、
中国の年間平均降水量はおよそ 660 ミリで、1700ミリ近
い日本の半分にも満たない。さらに、長江や黄河にはそ
れにつながる支流が少ないため、大地に水が行き渡りに
くいといった欠点もある。そのため、慢性的に水不足の
問題を抱えている。また、中国の国土は平地が多いため、
河川の水の流れが遅く、汚れた水が滞留しやすい。河川
の汚染が進む中国では、汚染が水不足に拍車をかけてい
るといっていい。中国人が日本の森林の買収に動く背景
には、こうした事情がある。
　日本は資源のない国だといわれているが、実は森林と
水に恵まれた有数の資源国である。そのことに気付いた
外国人は、今後も日本の森林の買収を続けるとみられている。
　
　これに対し林野庁は都道府県にヒアリングを開始し、
情報収集に努めているという。しかし、それだけでは買
収を止めることはできない。諸外国のように、外国人や
外国法人の土地所有について地域を限定したり、事前許
可制をとるなどの制限を設ける必要性がありそうだ。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

3 月度の例会予定

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
＜文書案内＞　
※奄美瀬戸内ロータリー
　クラブ創立20周年記念
　式典並びに記念講演会
　のご案内
　開催日時：
　平成 24年4月28日(土）
　登録受付：12：00 ～
　記念式典：
　13：00 ～ 14：00
　記念講演会：14：30 ～ 16：00
　祝 賀 会：17：00 ～
　登 録 料：7.000 円（ご同伴の方は 5.000 円）
　締 切 り：3月 21 日（水）
※次期地区チーム研修セミナーのご案内
　日　時：2012 年 3 月 3 日 -4 日
　場　所：城山観光ホテル
※中部分区幹事会のご案内
　日　時：2012 年 3 月 5 日（月）19：00 ～
　場　所：西都市あかのや

　ちなみにどれくらいの買収があるのか外国資本による
森林取得は日本全体で10件、
　計45ヘクタール。（1ha=3025坪）136,125坪
東京ドームが.7haですから、約10個分ですかね。ちなみ
に皇居は、100ha(3025×100＝302,500坪 )
北海道では、蘭越、倶知安、ニセコの3町で7件、計31ヘ
クタール。7件中6件が中国 (香港 )資本により買収だった。
利用目的は、資産保有・販売等や別荘、住宅用となって
いるが、実際の用途は不明だという。北海道のほか、山
形県、神奈川県、長野県でも取得されている。森林管理
がおろそかになる恐れが懸念されている。

　 「経営目的とは考えにくく、保育管理がおろそかにな
り、木材の生産や水源涵養（かん・よう）など森林の多
面的機能に支障が出る」  （大分・日田市）と危惧してい
るようだ。

　今後も、中国資本による
日本の土地買収の勢いが増
加すると思われます。しか
も河流沿岸や森林近くの土
地の買収だけでなく、企業
買収や 「中華街」に似た通
りもつくっていると、中国
網日本語版 （チャイナネッ
ト）が報じた。

宮崎北クラブ　国際奉仕委員長
海江田　典子さん　＜中央＞



　　  四つのテスト
　「言行はこれに照らしてから」
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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例会中は携帯電話の電源を切るかマナーモードにして下さい・・・MEMO

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２２名 　（免除１名）
欠席者数　　　　　６名
有届け者～　佐藤君・正岡君
　　中武君・福井君・原田君
　　村岡君

出席者数　　　　１６名
出席率　　　７１．４％
無断欠席数 (前回 )０名
メークアップ　　　０名
修正出席率　８５．７％

委員会報告
●村上　實　会長エレクト
※2012－2013 年度会長・
　幹事会の案内が来ました。
　日高次期幹事と出席して
　まいります。
　日　時：2月27日（月）18：30 ～
　場　所：ホテルマリックス
　会　費：￥2.100
※次年度のガバナー公式訪問を 2～ 3クラブで合同に行っ
　て欲しいとの要請が来ておりますので、この件に関し
　ましても次期役員と話し合いを設けたいと思います。
　ご協力をお願い致します。
●宮崎北クラブ　国際奉仕委員長　海江田　典子さん
※皆さまこんにちは、本日は貴
　重なお時間をいただきまして、
　ありがとうございます。当ク
　ラブの姉妹クラブであります。
　台湾の土城クラブ訪問へのご
　案内いをさせていただきます。

会員卓話
　本日は会社の現状と「石油
と税金」のお話をさせていた
だきます。現状の方はメチャ
メチャ忙しいです。と申しま
すのは社員が一人病気がみつ
かり治療に専念させるために
長期休暇に入ってもらい・・
無事に退院はしたのですが、
通常復帰までにはまだしばら
くリハビリ期間が必要であり
ますので、彼の主治医とも相談をしながら、リハビリも兼
ねて週に 2日ほど出てきてもらっております。
　大切な人材ですから、後任は入れずに、何と皆ででサポ
ートしながら、彼が完全復帰出来るまで、頑張りたいと思
っています。とは言え、今月の３日氷点下-4.6℃の時には
各修理の電話が引っ切り無しにあり、凄まじい忙しさでした。
　さて、ここからは「石油と税金」のお話をさせていただ
きます。
　ガソリン１リットルに約６２円の税金（小売単価１３０
円／Ｌ ( 消費税込み )) 現在、ガソリンには１リットル当
たり５３．８円のガソリン税（石油石炭税および消費税を
加えると約６２円）がかけられています。 
　例えば、ガソリン小売価格が１リットル当たり１３０円
とすると、消費税を含めて約６２円が税金ということにな
ります。ガソリンが生活必需品となっているにもかからわ
ず、高額な税率になっています。
　バスやトラックの燃料である軽油にも、１リットル当た
り３２．１円の軽油引取税（石油石炭税および消費税を加
えると約３８円）がかけられています。ガソリンは税金に
も消費税が上乗せされ、二重課税になっています。このよ
うな不公平な税制についても組織をあげて是正を求めています。
  
■ガソリン税と他の商品との比較
　石油にかけられている税金を総称して石油諸税といいま
す。現在、７種類もの税金がかけられています。まず、原
油、石油製品を輸入した段階で「関税」  「石油税」の２種
類の税金が、製品の段階で、ガソリンはガソリン税（揮発
原油＋地方道路税）」、軽油には「軽油引取税」といった税
がかせられています。
■なんと５兆円
　石油に課せらている税金は原油関税、石油税、石油ガス
税、ガソリン税、軽油引取税、航空機燃料税の６種類もあ
ります。石油諸税の総額はなんと約 5兆円にも達します。
　平成元年（1989年）に消費税が導入されました。その時、
物品税や電気税が廃止され、たばこ税や酒税は税率が軽減
されましたが、石油諸税だけは税金を含めた販売価格に消
費税が課せられることになりました。
 （注）税収と使途の合計額が合致しないのは、石油税収の
一部（３４４億円）が一般会計に留保される一方、石特会
計が上記税収以外に剰余金等（1,788 億円）を財源として
いるためである。
■ガソリン税はこんなところで活躍している？
　石油諸税のほとんどが特定財源に使用されています。年
間約５兆８３３億円にものぼる石油税は、その税収のほぼ
全額が、「道路財源」「石炭対策費」「省エネルギー対策」
 「石油代替え対策」などの特定財源として、その使い道が
特定されています。近年は、全体の約８４％が道路整備に
使われています。

♪ハッピーＢＯＸ披露♪
＜ニコニコへ＞
※林　厚雄君～次女の由香利が 2月 4日に結婚しました。
　会員一同で祝電いただきました。ありがとう御座いました。
※田邉　揮一朗君～
　１月の誕生祝いありがとう御座いました。
※宮原　建樹君～
　２月の誕生祝ありがとう御座います。とうとう還暦を
　むかえました。まだまだがんばりま～す？
※正岡　洋子さん～２月誕生祝をいただきありがとうご
　ざいます。日本女性の平均寿命位まではおらせていた
　だきたいと思います。
※正岡　文郁君～２月結婚記念月祝いをありがとう御座
　いました。今年で44回目せめて金婚式まではそろって
　いたいと願っております。
※宮原　洋子さん～
　２月の誕生月お祝いありがとう御座いました。
＜財団へ＞
※岩切　正司君～坂　佳代子様をお迎えして。
※岩切　正司君～
　25 日の地区大会を欠席します。ごめんなさい。

☆ポール・ハリスフェロー　認定証・ピン贈呈式☆
☆荒武　義博会長
☆永野　陽子幹事
☆吉田　康一郎君

☆おめでとう
　　　ございます☆
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