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■■■ 例会プログラム■■■   

例会日 卓話者 演題 

6月 7日 
ＪＴ松江営業所 
所長 神尾英雄 様 

ＪＴのたばこ事業について 

6月14日 
自衛隊島根地方協力本部長 
一等陸佐 藤木隆志 様 

朝鮮半島情勢について 

6月21日 会長  飯塚詔夫 一年を振り返って 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率

37 31 6(2) 88.57%    90.91  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

園山／福田／園／持田（山根／牧野） 

■■■ 来訪者 ■■■     
須山・井上（出雲南） 

■■■ メークアップ ■■■     
6/2 飯塚（倉吉） 6/6 大島卓・田中浩（大社） 

*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ 6 月 21日）  田中浩史／高砂明弘／田中久雄 

（ ７月  5日）  原 泰久／恒松克己／内田節夫 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■  
   （出雲）                   （松江） 赤文字 例会変更  

月 出雲中央  6/25 松江南  

火 出雲   6/26  松江しんじ湖6/19 6/26(休)

水 大社   6/20  6/27(休)   松江  6/20  6/27(休) 

木  松江東  6/21 6/28(休) 

金 出雲南  6/22  6/29(休)  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

今日は小汀さんを新入会員として入会してもらい大変喜んでいるところです。 

私達の仲間がこれからも１人でも２人でも増え、大きなロータリーの輪が出来る事

を望んでやみません。 

今日は「ロータリーのいろは」という小冊子の中に「新入会員とロータリーの精神を共

に」の卓話の中を抜粋してお話をしてみたいと思います。 

多くのロータリアンが果たしていない責任や義務をご存知ですか？ 

会費を払うこと、例会に出席すること、クラブの行事やプロジェクトに参加すること等

全てが重要なことですが、このロータリークラブに入会する際に引き受ける義務の中

で、ほとんどのロータリアンが果たしていないのは、ロータリーを共に分かち合うという

義務です。 

国際ロータリーは、個々のロータリアンが他の力とロータリーを分かち合い、適格者

を会員に推薦することによって、ロータリーの拡大に助力する義務を有している事で

す。 

ロータリーの根本原則の１つは、ロータリークラブでは、地域社会内の全ての事業、

専門職業を包含する必要があります！というお話です。 

今日は１名の方が我々の仲間になられました。 

これからも１人でも多くの仲間がこのクラブに入会され、活躍されることを祈ります。 

■■■ 幹事報告■■■  
１． 次年度名簿作成にあたりまして今年度の名簿に変更のある方は事務局まで

お申し出下さい  

２． 本日 持田祐輔様の入会式を予定しておりましたが持田様の諸事情により、

７月の第１例会にて行います。   

■■■ スマイル ■■■  

須山（出雲南） （小汀様の入会をお祝い申し上げます。） 

井上（出雲南） （メーキャップにお邪魔させていただきました。今後共宜しくお

願い致します。） 

田中久・高砂・釜屋 （小汀様の入会を喜んで。宜しくお願い致します。） 

大島治 （小汀さんの入会を祝って。 ＪＴｔ神尾所長、今日はスピーチありがと

うございます。） 

黒田   （小汀先生の入会を祝して。 本日会議がありますので中途退席い

たします。） 

遠藤   （先日 6/4(月)全国危険物功労者賞消防長官賞８名の内、島根

県代表者として受賞致しました。） 

■■■ 新入会員 入会式 ■■■ 

小汀泰之会員 Ｓ27．2．15生 

小汀泰之税理士事務所 所長 

職業分類 ： 税理士 

推 薦 者 ： 黒田昌弘会員・杉原朋之会員 

所属委員会 ： 出席・親睦委員会 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「JTたばこ事業について」   
ＪＴ松江営業所 所長 神尾英雄 様 

まずは、出雲地域でのタバコの消費量は 

１,５００億本だそうです。 

ＪＴの事業について「国内事業」は、２１支

店と7つのタバコ工場があり、島根県内では松江と浜田に営業所がありま

す。ＪＴタバコの国内シェアは外国産タバコがあるので約 60％になります。

「海外事業」については、売上は、国内の３倍の事業規模で行っている。

その他「医薬品事業」があるが、まだまだ未成熟です。「食品事業」は、コ

ーヒー飲料root がメジャーな商品。他に、加ト吉から事業を継承してテー

ブルマーク（株）という社名で冷凍食品事業を展開しています。こちらもま

だ未成熟です。 

タバコは高税率の商品です。タバコ１箱はおおよそ税率が 65％、出雲

地域には約３万人の愛煙家がいらっしゃいます。タバコ売上から地方への

税収となるものがあります。そのほかに、たばこ特別税というものがあり、年

約600億円、旧国鉄の精算時の負債に充当されている税金もあります。 

税金の安定的な収入源としては、タバコは欠かせないものです。しかし、

タバコの売上が減少、原因として増税、少子高齢化、分煙などがあげら

れる。そういったこともあり、ＪＴとしても経営の効率化に努めています。人

員的には約1/3になっています。 

 未成年者の喫煙問題に関して、タスポ

の導入や未成年者喫煙防止キャンペー

ンなどを行っている。喫煙マナーの向上

にも努めています。清掃活動、灰皿の

設置など。またＮＰＯの助成活動、ＪＴサ

ンダーズ（広島）によるバレーボール教室

など社会貢献活動なども行っています。 

  


