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会長 笹川 英一

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 88.00%

会長

先々週の7月14日堀口ガバナー補佐の訪問の
際にいくつか指摘がありました。まず「中長期
戦略計画が確立していない」これは前々会長と
前会長の頃からの懸案でしたけど、とうとう私
の番まで廻ってきてしまいました。次にマイ
ロータリーの登録者が高橋さん、萬来さん、生
形さん、竹村さん、小久保さんわずか５名です。
そして米山や財団の寄付額も1人15,000円に届
いていないですよ。中長期戦略に関しましては
地区より送っていただいた参考資料に目を通し
てしてみたのですが、とても私一人ではガバ
ナー公式訪問までに間に合う代物ではないと判
断して長期計画・内規委員の高橋さん、小久保
幹事、竹村さん、川崎さんにお手伝いいただい
て下期までには完成させたいと思います。マイ
ロータリーは是非登録にチャレンジしてみてく
ださい。ガバナー月信なども将来的にペーパー
レスになってオンライン配信になるようです。
財団の寄付などに関しましては皆さんの善意お
気持ちですからあまり強く要求するのはどうか
と答えておきました。地区より会長あてに

笹川 英一

ソ ン グ

それでこそロータリー

お 客 様

八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝様

【ニコニコボックス】
◇千葉黎明高校、高校野球 2年連続ベスト８
西村 清会員
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クラブ活力テストの活用手引きがメールで届
き、それによりますとクラブ組織の硬直化、
成功体験におぼれて前例主義、画一化、リス
ク回避や変革を厭う体質に陥る、クラブがカ
ブトガニかシーラカンスのようになっていな
いか？当クラブの平均年齢は６７歳、決して
若いとは言えませんが、例会をオンラインや
ズーム会議を取り入れていくのは大変だと思
いますがウィズコロナの現状では何とか実行
していかなければならないと思います。コロ
ナ禍の影響で人と人とのつながりが薄くなっ
ている、どれだけ他人を思いやることが出来
るのか、ロータリー活動も無理せずゆっくり
としたペースで進めてもいいのではないかと
思います。今から９３年前１９２８年(昭和３
年)の７月２８日オランダ、アムステルダムで
オリンピックの開会式が行われました。
この大会では3段跳びの織田幹夫選手が日本
で初めての金メダルをもたらし、人見絹江選
手が陸上女子800メートルで女子選手初の銀メ
ダルに輝きました。

【幹事報告】

【ロータリークラブ例会における
社協よりお願い】
八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝様

幹事 小久保 和子

市社会福祉協議会会長の石毛でございます。
日頃よりロータリークラブ様には、市社協の活
動に対し、多くのご支援をいただき本当にあり
がとうございます。
この度は４月オープンいたしました八街市児
童館への時計他のご寄付を頂戴し、この場をお
借りし感謝申し上げます。
さて、本日はオリンピック・パラリンピック
競技大会開催にあたり、本市出身であるオリン
ピック空手女子組手、植草歩選手（東吉田、実
住小、中央中出身）、パラリンピックバドミン
トン女子（シングルス・ダブルス）の里見紗李
奈選手（沖、二州小沖分校・本校、八街南中出
身）が日本代表選手となっています。
そこで、「八街里見紗李奈選手を応援する
会」を一昨年１２月に設立し、事務局を
市社協に置き、障がいを乗り越え世界の頂点に
立った里見選手の諸活動の支援・応援を目的に
活動を行うことといたしました。

◎インターアクト年次大会について
（オンライン）
日時：2021年8月18日(水）12:40～15:55
場所：各学校
◎地区R財団セミナー開催のご案内
日時：2021年9月11日(土）13時点鐘
場所：TKPガーデンシティ千葉
（オンライン参加有り）
◎地区米山記念奨学会委員長セミナーのご案内
日時：2021年8月28日(土）13時30分点鐘
場所：三井ガーデンホテル千葉
（オンライン参加有り）
◎ロータリー全国囲碁大会のご案内
日時：2021年10月2日(土）10時開会式
場所：東京・市ヶ谷の日本棋院本院
◎受贈週報等…富里RC
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会としては、パラリンピックの出場を広く
市民の皆様にお知らせし、市民をあげてパラ
リンピックでの活躍を祈念して「のぼり旗」
を作製し、市内に設置する予定であり、是非
とも金メダルの栄冠を目指して、戦ってもら
いたいと思っています。つきましては、ロー
タリークラブの会員の皆様にも、ご賛同いた
だき諸活動への支援をいただきたく、「八街
里見紗李奈選手を応援する会」会員登録をお
願いします。
なお、パラリンピックは８月２４日に開会
し、里見選手の出場は９月１日～５日の予選
から出場し、シングルスは９月４日（土）決
勝、ダブルスは９月５日（日）に決勝となり、
優勝候補者として注目されています。

【会員卓話】

鈴木 慶夫会員

新型コロナウィルス感染は新型株の発生と
いった新たな状況のなかオリンピックは開幕
されました。無観客といった異常事態の中、
開会式の出来は賛否両論が出ていますがとに
かくスタートしてメダルも順調に伸ばして金
10個で１位です。しかしコロナの収束は全く
予想できない状況にあります。昨日東京は感
染者２千人を超えました。千葉県知事が緊急
事態宣言を国に要請をするようです。皆様は
ワクチン接種２回すみましたでしょうか。私
は８月５日で２回目がすみます。ワクチン接
種の効果でしょうか、この４連休には観光地
はどこでもまた、千葉市駅周辺でも驚くほど
の人手になったと聞きました。
三蜜を避けるため飲食は避けられアルコー
ルも提供できない状況で経済活動に影響が出
ている中小企業を支援する補助金が出されて
きました昨年は持続化給付金で法人には２０
０万円個人経営は１００万円の給付をはじめ
として、本年２月からは一時支援金法人には
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６０万円個人は３０万円そして、現在では月
次支援金法人は２０万円個人は１０万円で４
月分が終わって５月分さらには６月分もと
いった状況です。
２００万円と１００万円の一時給付金受給
の条件でコロナの前後の前年同月比で５０％
以上売り上げが落ちてない、あるいは事業者
でもないにも関わらずに申請して給付を受け
た等の詐欺行為は厳しく追及する元金の返済
の上に加算金を上乗せ徴収するとのアナウン
スがなされてから自主返納が相次ぎました。
そのため一時支援金からは申請者の本人確認
や要件を満たしているかの要件確認をする確
認機関制度ができました。これには商工会、
商工会議所、銀行その他個人の認定支援機関
が登録しています。
私も確認機関に登録しましたが、最初はお
客さんの個人タクシーの方々から千葉の個人
タクシーの組合では組合の顧問税理士が確認
をして支援金を受け取れるようにしている。
先生もできるでしょうやってよという依頼で
やるしかないかなということで登録をしまし
たら確認を受ける中小企業者が殺到しました。
予期してない事態で確定申告時と重なり実際
困惑しました。旭や八千代の遠隔地からの会
社や人もいました。問い合わせに近くにあり
ませんかと聞きますとありませんとか、そち
らが無料の確認機関なのでやってくださいと
いったことで対応しました。八街の方の中に
は演歌歌手や俳優、速記者、デザイナーのか
たもいらっしゃって八街の多様性に気づきま
した。現在まで都合７１名の会社と個人の確
認をさせていただいております。このことに
ついては最初からボランティアとして取り組
もうと思っていましたので、手数料はいりま
せんというととても感謝されました。後で礼
状や手土産を届けていただき申請者の切実さ
に思いをめぐらしました。実際、手数料はな
いのかというとそうではありません国から１
件につき１０００円９月以降に来るようです。
確認はいたって簡単で免許書での本人確認、
コロナの影響を受けて売り上げが前年同月比
で５０％以上低下したこと、低下したことの
資料の元帳等を保存すること、提示を求めら
れたら応じること、補助事業の趣旨を理解し
ておくこと、反した場合は加算金と合わせて
返還することをオウム返しで聞いての確認で
す。
申請者は自分のスマホやパソコンで一時支
援金のHPに入り自分自身のIDを取り、連絡先
の携帯番号などを登録してから確認機関に

出向きスマホを使い確認作業をしてもらい、
続けて自分自身で申請作業を完結するためあ
る程度の情報スキルがあることがそもそも
前提となっていることに改めて気づかされ大
きなショックを受けました。電車に乗るとほ
とんどの乗客がスマホを操作しているのに出
くわしますし、不思議なことではないなと思
います。まあ、それがすべてではないわけで
国ではちゃんとそうではない者のためにこの
近辺ですと千葉駅近くに支援センターを設置
して直接前年の確定申告の控えと今年の売上
台帳、運転免許書等を持参してID等の取得作
業をしてもらい、これから確認機関で確認し
てもう一度支援センターに出向き補助金申請
作業を行う作業で自らスマホパソコンの操作
ができない者へのサービスは残しています。
あくまでも少数派への措置ということのよう
です。スマホパソコンの操作が十分でない者
には手間暇のかかる大きなハンディを負う時
代になっています。補助金を受けるにも自
らスマホなどで電子申請を操作することが
当たり前になっていることを今更ながら感
じました。少し話が違いますが10月からは
好むと好まざるとかかわらず消費税のイン
ボイス制度のための登録が開始されます。
もう事務の簡便化を求める税制改正の要望
などと言っていられませんし中小企業のデ
ジタル化推進派に転身していきましょう。
追伸なぜか、2020年度の国の一般会計税収
は60兆を超え過去最高を更新しました。こ
のうち消費税収は初めて20兆円を超え。も
はや消費税が税収の柱となっています。消
費率引き上げの影響に続き株高や巣ごもり
需要が寄与し､法人税。所得税も想定を上回
りました。

【会員卓話】

林 政男会員

私が、現在の仕事を始めるきっかけとなり
ましたのは、３０歳ごろ社団法人東金青年会
議所（JC）に入会し、そこで造園業を営む共
楽園緑化土木の社長と知り合いになり、植木
の世界に入ることになりました。一口に植木
業と言っても皆さんの庭など作る仕事、マン
ションや役所関係にかかる仕事、個人の庭の
手入れをする仕事、植木の苗木を生産する仕
事、その苗木を大きくする仕事、植木の材料
を造園工事会社に供給する仕事などがありま
す。私は、主に最後の仕事、材料屋とも言い
ますが、造園工事の方に様々な植木を現場等
に卸しています。 皆さんもご存じの通り、
政府は、２０５０年にカーボンニュートラル
を目指し、地球温暖化を防ぐために様々な取
り組みをしています。
ジャンボジェット機が全盛の頃は、1機で、
四国全部の緑がなくなるといわれました。そ
の点、植木は、二酸化炭素を吸収し、酸素を
吐き出します。ですから植木業はとてもいい
仕事だと考えています。
私は、現在、市議会議員もやらせていただ
いておりますが商売でも政治でも多くの人々
とのつながりが大事だと思っています。ロー
タリーにも入会させていただきましたのでこ
れからも出会いを大切に頑張っていきたいと
思います。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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