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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

1月24日 出雲市議会議員 飯塚 俊之 様 市政について考える 

1月31日 休  会  

2月 7日 出雲税務署 署長  足立治男様 お酒の話 あれこれ 
2月14日 島根県議会議員 園 山 繁 様  最近の政治情勢 

■■■ 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

40   31 9 (3) 83.78 % 91.89 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
恒松／原泰／大谷／園山／槇野／杉原（山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■    
 な  し 

■■■ メークアップ ■■■  
な  し  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（2 月 14日） 持田祐輔／河原治子／原 孝士  

（2 月 21日） 板垣文江／堀江卓男／飯塚大幸  

■■■ 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   松江南 1/28  

火 出雲  松江しんじ湖 1/29 2/12 

水 大社 松江 1/30 

木  松江東 1/31 

金 出雲南  1/25  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

税 金 川 柳 

前事務年度の飯塚会長の時に、「たまには本日のスピーチの挨拶はあり

ません。と、一回ぐらいされませんか。」とお尋ねしたところ「それは良いこと

です。ぜひ、実行しましょう。」とおっしゃいましたが、実現することはなく、そ

の都度素晴らしいスピーチをされました。 

さて、私事ですが、先週から今週にかけて久しぶりに大風邪をひきました。

これから益々寒さも厳しくなり、インフルエンザも流行りだす時期となります。

皆様、風邪には気をつけましょう。 

本日は仕事柄、税金川柳のお話をいたします。まず、最優秀作品は「税

増えて 議員が減らぬ 日本国」本当に税の負担ばかりが増え、声高に

叫ばれた議員定数削減は遅々として進まない現実を、納税者目線の気

持ちでストレートに表現されています。次に「あと一杯 なければ損金だっ

たのに」は、法人の飲食費にかかる交際費等５，０００円基準を見事にま

とめている作品と思います。その他、色々な皮肉った税金川柳があります

が、時間の都合上カットさせていただきます。 

なお、新入会員も増えましたことですので、２月の例会スピーチには、ロー

タリーを中心としたお話を自分の再度の勉強を含めてお話させていただき

たいと考えています。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

1． 森本信一GEより次年度R Iテーマのお知らせ 
｢ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を｣ 

2． RYLA (ロータリー青少年指導者養成プログラム) のご案内 
日時  ３月３１日(日)  １０：００～受付、 １０：３０～開会 

場所  倉敷アイビースクエア 

参加対象者  １４歳～３０歳までの青少年 

                推薦をお願い致します (事務局まで) 

■■■ 委員会報告 ■■■  

社会奉仕委員会 ： 社会奉仕委員会では本年度も「マイ箸運動」に取

り組んでいます。近いうちに、状況調査を行いたいと思います。 

ご協力をお願いします。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

○ 森田ガバナーより、ガバナー会においてお願いのありました｢仙台空

港にロータリーのバナーを掲示し被災者を見守るプロジェクト(各ロー

タリークラブよりバナー１枚の提供・一口10,000円の支援)｣へ協力

依頼があり、承認致しました。 

■■■ スマイル ■■■  

黒田 (飯塚俊之様、ようこそ。 まだ風邪がなおりません。) 

釜屋 （飯塚市議会議員様、本日はようこそいらっしゃいました。 

スピーチよろしくお願い致します。） 

飯塚大・大島治・内田・河原・持田稔 

（飯塚俊之様ようこそロータリークラブへお越しいただきました。） 

遠藤 （飯塚市議をお迎えして！） 

加藤昇 (俊ちゃん今日は楽しみにしていました。  

４月はいい按配に！) 

田中浩･清原 （飯塚様本日はようこそいらっしゃいました。 

入会お願いします。） 

來間 （飯塚さん本日はスピーチよろしくお願いします。旧平田地域の 

発展に今後ともどうぞよろしくお願い致します。） 

堀江 (飯塚様ようこそ！楽しいお話を期待しています。   

料亭ほり江の宣伝致します事お許し下さい。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「市政について考える」   出雲市議会議員   飯塚 俊之 様 

市の財政状況の指標が示され「実質

公債比率（借金率）」がワースト１位、

「将来負担比率（将来お金を返す率）」

がワースト２位という結果です。また出雲

は合併しているということで、合併前のそ

れぞれの自治体単位への地方交付税

が合算で支払われていたものが、一つの出雲市という単体で試算され

ると減額になり、ますます収入源が減るという状況下にさらされます。

取り組むべき課題として、市職員などの人件費の見直し、公共施設

（約 800 施設）の維持・管理費または施設そのものの見直しなどをし

ないといけない状況にあります。中でも、旧平田としては、学校再編の

ことが大きく関わっていますし、市街地ではないところでは、松枯れや

有害鳥獣対策が住民から要望されています。さらには近くにある原発

の問題（緊急時の対策）や、新エネルギーに対しての政策を推し進め

ていかなくてはいけない。これからの市制へ向けて、アベノミクスで企業

マインド（気）が向上していること、病は“気”からと言われている。さらに

地域の”き“（気）を高めていくことが重要な課題ではないかと。議員が

動くことでその熱意を皆さまに伝えたい。どうぞ活動を支えてください。 

 


