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皆さん、車の運転歴は何年になりますか？ 

誰もが 1度や 2度、少なからずハラハラ・ドキドキした経験がある事かと思います。 

近頃、高齢者によるブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故が多発しています。 

80 歳以上の 37.8％が免許を持ち、18.9％がほぼ毎日運転し、その中で 72％が「運転

に自信がある」「自分のことは自分で出来ている」「まだまだ大丈夫」の状況のようです。 

環境によっては生活（買い物・病院通い等）に欠かせないものではありますが、運動

能力の衰え（筋力の低下）判断力の低下（認知機能の低下）等加齢による現状は誰にも来るものです。 

平成 10年より自主返納制度が導入され返納が少しずつ浸透してきつつありますが、まだ 75歳以上

の 5％と低いようです。返納するかしないかは、先程の加齢による低下が判断基準でしょうが、「運転

しない時の不便を解消する」を家族共々に考える事が大切です。 

この様な事にむけ、コマーシャルでもおなじみになった自動ブレーキ安全機能を備えた車の普及が

進んでいます。また「高齢者向け新運転免許」75歳以上の免許更新の際は義務化ではなく選択制とな

るよう 2020年以降の実現が進められています。 

そうなったら買い替えなければなりませんが、事故の抑制にはなるもののドライバー自身が常に安

全運転を心掛けなければ「事故ゼロ」は難しいものです。 

 

  

本日の予定 

■お客様卓話 

古河地区ローターアクトクラブ会長 翁長優妃様 

■会員卓話「日本文化と着物について」佐藤孝子パスト会長 

♬ロータリーソング♬ 我らの生業 
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司会進行 石川久 副 SAA 点鐘 江口紀久江 会長 大高滋 ソングリーダー 武澤郁夫 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お客様及びご来訪ロータリアン】 

古河市心身障害児（者）父母の会 

矢口早苗様，星野弘子様 

田中君子様とお子様の謙太郎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ご挨拶］ 

古河市心身障害児（者）父母の会養育キャンプでは、色々とご支援いただきまして、ありがとう 

ございました。 

8月 31日から 9月 1日まで、1泊 2日で、房総、鴨川方面に、行ってまいりました。 

成田山で有名なウナギを食べて、みんなと一緒にお風呂に入り、カラオケをして、鴨川シーワール 

ドで、大きいシャチを見て、改めてみんなと一緒にわいわいがやがやと楽しくやれるのは、良いも 

のだと思いました。 

嬉しくてはしゃぎ過ぎた子もいましたが、これに懲りずまた機会がありましたら、ご一緒させてい 

ただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

行く前は、何もわからず、車いすなので、坂道がないと良いねとか、なだめておりましたが、全面 

的にバックアップしてくださり、いつもと違い堂々と一緒に過ごして、喜んでいる我が子に、親も 

緊張せずに、支援いただけることに、生きてゆく張り合いになりました。ありがとうございました。 

  

第 1915回例会 2019年 9月 10日（火）12時 30分 例会場 

それでこそロータリー オーディオ担当 
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▮ 青少年奉仕委員会 小山幸子 委員長 

たびたびのお願いです。 

RYLAセミナー、10月 13日（日）・14日（月・祝）大洗茨城県立児童センターこどもの城で

開催されます。 

ご参加希望の方は、私か松本幹事までお声掛けください。 

▮ 将棋愛好会 三田浩市 会長 

江口松本年度第 2 回将棋大会を 9 月 20 日（金）午後 6 時から喜楽飯店に於いて開催いたし

ます。どうぞ、大勢の参加をお願い致します。 

将棋の楽しさは、勝ち負けもありますが、最初にお互いに「よろしくお願いします」といっ

て、対局を始める前の、あの気持ちよさ、それが、楽しさの一つであります。 

また、将棋は、一つのドラマであり、良い手を指した時には、気持ちが弾み、悪い手を指した時には、落

ち込んで、気を取り直す。一度味わってみてください。 

▮ 福富好一第 4分区ガバナー補佐 

①昨日 9日は岩井 RCのガバナー公式訪問、柿沼セクレタリーといってまいりました。 

岩井 RCは、2名の増員があり、現在会員 10名です。10時から始まり、市庁舎、里山、歓

喜寺という坂東市指定天然記念物の江戸彼岸桜で有名な寺を回り、その後例会、クラブ協

議会でした。 

10名の会員ですから、全員が委員長、3年に 1度は、会長職が回ってくる状況です。 

今後のガバナー補佐輩出に向け、増強を図っておられます。 

その後、会場を移して懇親会、5時ごろには、帰宅の途につきました。 

②今週の 13日金曜日は、古河 RCに大高セクレタリーと行ってまいります。 

▮ 第 4分区ＩＭ実行委員会 杉岡榮治 委員長 

来年の 2月 2日、日曜日ですが、福富好一ガバナー補佐主催の IMが開催されます。 

それに向けましての、第 1 回の委員長会議を、9 月 24 日(火)18 時 30 分からホテル山水に於

いて催します。各委員長さんはじめ関係の皆様、スタートでありますので、よろしくご参加

の程、お願い致します。 

▮ 出席委員会 鈴木操 副委員長 

 

 

 

 

 

 

  

第 1915 回例会（9/10） 第 1913 回例会（8/27）前々回 

名誉会員を除く会員数 53 名 名誉会員を除く会員数 53 名 

出席計算に用いた会員数 52 名 出席計算に用いた会員数 52 名 

出席又は Make Up 会員数 40 名 出席又は Make Up 会員数 37 名 

出席率 76.92％ 出席率 71.15％ 
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◆第 3回持ち回り理事会にて 2 点承認されました 

［1］岩井クラブ豚汁サービス 各クラブ 2 名の支援 

会長・幹事で 11 月 10 日（日）午前 10 時より（坂東市陸上競技場）参加 

［2］第 15回日韓親善会議 

9月 28日（土）仙台市にて開催 山崎パストガバナー及び福富ガバナー補佐参加 

登録費 1名 20,000円 

ライラセミナーについて 

まだ登録を受け付けています。参加希望者は松本まで連絡下さい。 

 

柿沼利明パスト会長 

近況報告ということでプログラム委員長の高橋采子さんからお話がありまして、私の職

業と時柄を踏まえ、ちょっと堅い話になりますが 10 月から改正される消費税の話をしま

す。軽減税率とポイント還元については既に税務署や各種講習会でお聞きとお察し致しま

すので、お手元の資料(パンフレットと図解解説)にある適格請求書等保存方式（インボイス制度）に

ついて触れてみたいと思います。 

始める前に資料の訂正が二つあります。①パンフレットの P1 上の右側にある和暦の表示を次の考

え方でご訂正ください。「平成 31年・・・令和 1年、平成 33年・・・令和 3年、平成 35年・・・令

和 5年」というように平成の 2の位の頭を取ってもらえば令和の年度となります。因みに西暦は令和

の和暦に 2018を足せば良いと言うことだそうです。② 図解解説の適格請求書等保存方式導入面側の

右側にある「・・・※へ支払った・・・」というのを「・・・※から購入した・・・」にご訂正くだ

さい。 

本年 10 月 1 日からは税率が変わるばかりでなく、同時にこの制度が裏側に隠れており今回の改正

の一つになります。一般の講習会等ではあまり解説されませんのでご注意ください。最も令和 5年 10

月 1 日からの導入で準備期間がまだ 4 年間あります。しかしながらパンフレット P1 の真ん中にある

手続きをするには考え方をまとめておく必要があります。消費税は当社は無関係とおっしゃる方もい

るとおもわれますが、会員の皆様方は当然、各方面の事業者であり今回の件は無関係ではありません。

また皆さんの事業所が消費税の納税義務者であろうとなかろうと関係してきますので、今後の消費税

の対策にしてください。 

では、まずパンフレットＰ1の真ん中の四角の中に点線の四角の中をご覧ください。登録番号につい

てです。 

・法人番号を有する消費税の課税事業者は、T＋ 法人番号 13桁で、 

・法人以外の個人の消費税課税事業者等は、T＋ 国から指定された 13桁 

となります。これは、消費税を記載する場合は、必ず同Ｐ2の（1）請求書サンプルの下段のように、

請求書の何処かに明記する必要があります。従って、同Ｐ1 真ん中の〇印 2 つ目のなお書き以降と同

Ｐ3 下段の四角の中１行目にもあります通り、原則として「消費税の免税業者等からの課税仕入れに

係る消費税額は対象外になります」（例外が同Ｐ3下段の四角の中の下段にありますように令和 11年  

幹事 松本幸子 

 

「近況報告 etc．」 
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までは経過措置がありますので同Ｐ4 の 6 免税事業者の登録手続きを参照ください。消費税の課税事

業者となり消費税を納めれば登録番号はもらえます）要はインボイス制度は、消費税が明記されてい

ない限り、0％となり、図解解説にある何処かの段階で、控除する消費税に該当しないので、その段階

で結果的に国に納める消費税が増えることとなります。 

概略は以上の通りですが、まだ準備期間があるとはいえご自分の事業所のみならず取引相手の事も

踏まえて考慮すべきとなります。 

＜考えられる事＞ 

消費税の納税義務者側が免税事業者に対し、各段階（例えば下請け企業、内職、手間受けの大工さ

んなど）においての取引から排除される恐れがある。そこで納税義務者側からの依頼か若しくは免税

事業者自らが判断し課税事業者になれば、取引排除から免れられる。但し考えようによっては、その

支払いは国に支払うか取引業者に払うかの違いであると解釈すれば事は済めば幸いである。まだこの

説明では足りないと思いますので、今回はお知らせ程度ということでお許しを頂きまして、後は、皆

さんのご担当の税理士さんや商工会議所、商工会等でご確認くださいますようお願い申し上げます。 

以上、昼時にのどが通らないお話しで申し訳ありませんでした。 

 

小倉郁雄パスト会長 

3人の師 ～運命を変える人と の出会い～ 

人はその一生の中で多くの出会いがあり、又別れがあります。 

今までの私の人生の中で最も強い影響力をあたえ、その運命を変えてくれた 3人の恩師

について話してみたいと思います。限られた時間の中ですので、かいつまんでお話をさせていただき

ます。 

私は愛知県蒲郡市三谷町で 7人兄弟の 6番目に生まれ、まず最初の恩師は中学 3年間にわたって担

任をしていただいた「高平芳郎」先生です。三重県の水産学校を卒業したばかりの新進気鋭の若い先

生で、当時体が小さく、弱かった私に、野球部の顧問をされていた先生は、野球を覚えるということ

よりも、体を鍛えるという意味で、入部をすすめていただき、体力づくりに大いに役に立ちました。 

実家が繊維関係の仕事をして、勉強が嫌いで商売が好きだった私に、これからの社会は学歴社会に

なるということで、商売の道に進むのはまだ先でもよいのではないかと、さらに上の学校を目指すよ

うに先生と父に強くすすめられ、学校での成績も当初、全体の中クラスであった私に公私にわたつて

励ましてもらい、努力すれば、当時東三河では、トップクラスであつた時習館高校に合格することが

できるまでになることを教えていただきました。 

2番目の恩師は、大学のゼミの恩師「石川忠雄先生」です。 

大学 1年生のとき、日吉の教室で、先生の「中国政治史」の講義を受けてすぐにその講座には、欠

かさずに出席するようになりました。別に中国に興味があったわけでもなかつたのですが、先生のそ

の授業態度、むずかしい、複雑な内容を我々凡人に、平易な言葉で、かみ砕いて大変わかりやすく講

義をしていただく姿勢に大変共感を覚え、何が何でも先生のゼミに入ることを決心し何とか入ること

ができました。結局先生には四年間にわたってお世話になり、4 年生の夏休みに卒業論文を提出の折

には、当時、金融関係に就職が決まっていた私は、その後、今の商売の道への誘いがあり、今の商売

の道に進むか、銀行に行くか迷っていたので、先生に就職相談をしていただいたことを、今でも覚え

ています。 
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あの時の先生の的確な助言をいただいていなければ、今の自分はないと思っています。 その後、先

生は学部長、塾長を 3 期 12 年にわたって務められ、義塾発展のために大きく寄与されました。今で

も、先生の眠っている、巣鴨の染井霊園に毎年 9月末の命日近くにゼミの仲間と墓参りに行っていま

す。ちなみに今年も 9月 21日になります。 

3番目の恩師は、商売の恩師で私の義父「小倉要蔵」です。 

義父は生前私に「私は天国と地獄」をみた人間だと言っていました。 

幼少時代の人一倍恵まれた生活から地獄に落とされた生活を体験してきた義父は、なんとか元の状

態に、あるいはそれ以上の状態に会社を戻すことに全精力を費やし、片時も商売のことが頭から離れ

ずに「商売の神様」のような人でした。通常の人が考えるよりも、その何倍も深く物事を深く掘り下

げて考え、決定するまでは時間をかけるが、決まったら即、実行に移す人でした。商売に「ロス」を

出さない徹底的なその手法は、独特であり、その下で 15 年にわたって教えていただいたことは、今

日の私の「血」や「肉」になっています。 

途中、何度か意見、性格の相違で衝突した時もありましたが、やはり今となっては我慢して付いて

来て良かったとつくづく思います。 

以上、私が今までの人生の中で出会った 3人の恩師について述べてきましたが、人はその一生の中

でかならず自分に強い影響力を与え、運命を変える人に出会うものですから、その出会いを大切に生

きていくことが肝心なのではないでしょうか。 

 

板橋孝司パスト会長 

皆さんこんにちは、板橋でございます。前に立つのは何年ぶりでしょう。高橋プロ

グラム 委員長さんがボケないようにと矢を向けていただいたものと思います。チコち

ゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ！」と叱られそう。・・  

先日、事務所を整理しておりましたら、「ロータリーの友 2016年 5月号」の「異文

化に接して」という見出しに目が留まりました。 

あまり読まないロータリーの友、私が何気なくページを開きましたら、2015年第 2560地区第 4分

区 IM時の記念講演が載っており、「履物をそろえる・私の凡事徹底」と題しての記事が載っているで

はありませんか。 

お話は、児童養護施設円福寺愛育園園長、藤本光世さん、長野南ロータリークラブの会員で、円福

寺のご住職。 

実は 18年くらい前でしょうか、篠ノ井の円福寺養護施設を、株式会社コヤマ(看板)の社長、小山久

雄さんのお誘いで、掃除に学ぶ会に参加、全国から 150人くらいのお掃除のメンバーが参加、お掃除

をさせていただき、その後に円福寺ご住職さんの講話を聴かせていただきました。老師のお話のなか

で、特に印象に残ることば「今、世界そして日本を憂えて心が痛む、人として“当たり前のことが全

くされていない”犯罪ばかりである。」その「藤本邦幸老師」90歳の時です。 

そのご子息さんで、現在児童養護施設「円福寺愛育園園長先生」藤本光世先生です。 

経歴としては、高校の教員、そして校長先生を務められ、退職後現在のご住職そして社会福祉法人

円福会、児童養護施設円福寺愛育園の理事長他、国際ボランティア円福友の会会長もなされ、幅広く

ご活躍されております。 

実はお父さんの藤本邦幸老師は戦後、上野付近をさまよっていた戦災孤児 5、6 人を引き取り、こ

れまでに 500人の孤児を引き取り円福寺にて教育され、社会へと送り出され、大勢の孤児が大成され  
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た。という立派な先生であります。 

「はきものをそろえる」、というごく平凡なことでも、徹底すると平凡は非凡になるという教えで

す。この教えは曹洞宗開祖の道元禅師の「脚下照顧」という教えで、この言葉を具体的に行動に表し

たものが、イエローハットの創始者鍵山秀三郎相談役の掃除の実践です。 

実は、現在私共ネーブルパークに於きまして、凡事徹底塾を開いて今年の 10月で満 20年、開設当

初は、イエローハットのメンバーそして鍵山相談役をお迎えし、指導を頂きました。 

そして私達もこの素晴らしい教えの実践を通じお伝えして行こうと、「凡事徹底塾」として発足、対

象は経営者及び幹都社員の育成というプログラムで、トイレ掃除の実習、そして小山久雄講師による

人としての生き方、本質を講義、良い習慣作りに塾生が挑戦してくれればと共に勉強しております。 

メンバーには古河東クラブ特別代表の小山久雄さん、クラブ会員であり奥様の幸子さん、田口精二

さん、須永恵子さんはじめ、スタッフが約 10 名世話人としてそれぞれの役割を担当しております。

毎月第 2木曜日に開催、これまでに 4,600人くらいの研修生を送り出しております。ロータリーと同

じように参加した方が将来、良い習慣作りを実践して会社に、家庭にそして地域に貢献していただく

ことが塾の目的であります。興味のある方は ぜひ参加してみてください。必ず人生の財産を得るでし

ょう。 

ありがとうございます。 

 

「イニシエーションコメント」鈴木ゆみ子会員 

7月より入会させていただきました鈴木です。 

紙面では失礼かとは思いますが、簡単に自己紹介させていただきます。 

入会のきっかけは、ある会食の場でお声を掛けていただいたことです。どんな会なのか、

のぞき見の気持ちで、お試しで先ずは気軽に例会に参加してみようということになり、2、3回参加さ

せていただきました。大変寛容的で和やかな雰囲気の会でしたので、大変失礼ながら、病み上がりで

も、ゆるい参加の仕方でも、大丈夫かなと勝手に解釈し、入会の手続きを進めました（申し訳ありま

せん）。 

入会決断のもう一つのきっかけは、一年半前に生死の局面を体験したことです。 

生存率数%という宣告を受けながら、今こうして生かされているのは「何かやるべき役割があって、

生かされているのかな。」と思うようになり、今までさんざんお世話になった世の中・社会に、何一つ

お返しできていないことを反省し、こんな私でも何かできることはないかと模索しだした丁度そんな

状況の時に、お誘いがあったものですから。 

ロータリークラブというと、事業主様達の会という認識はうすうすありましたが、『参加の仕方はい

ろいろですよ。』というお言葉をいただきましたので、一主婦、微力でも参加できるボランティア活動

があれば加えさせていただこうというつもりで入会いたしました。 

<今やっと動きだし、行っている小さなボランティア > 

・教会に通っている姉にリサイクル物資を郵送（仙台）し、各施設で行われるバザーに出品。 

その後ユニセフに募金。 

・小規模の高齢者施設に月 1回おじゃまして、二胡の演奏を聴いて貰う（まだまだ未熟なので、人様

に聴かせるまでのレベルではありませんが、時間に余裕のある高齢者につきあっていただいていま

す。高齢者の知っている曲目を用意し、一緒に歌っていただいています）。 
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お名前 メッセージ 

江口紀久江会長 

松本幸子幹事 

会員卓話リレースピーチの皆様楽しく近況報告宜しくお願い致します。 

板橋孝司 今日はたいへん暑いですね。会員リレースピーチさせていただきます。 

大橋みち子 各地に大きな被害をもたらした台風 15 号、台風一過、一転して猛暑となりました。 

皆様くれぐれもご自愛ください。 

また、私事ですが、この度当森田建設工業株式会社が茨城県土木部長賞をいただきました。 

頑張った社員の人達に感謝です。 

小倉郁雄 厳しい残暑が続きますね。早く秋らしい陽気になってほしいものです。 

本日は、久しぶりにスピーチをさせていただきます。 

昨日は台風通過直後、東京・日本橋東 RC へメイクに行ってきました。 

柿沼利明 近況報告の会員卓話という事で時柄「消費税」について少々お話しさせていただきます。 

時間の関係で先に卓話させていただくことをお許しください。 

福江眞隆 今日は例会場１階で先日一緒に旅行した”ケンタロウ”さんに会いました。 

相変わらず元気そうで何よりでした。先日の旅行では色々な出会いがありました。 

福富好一 昨日９月９日、岩井 RC ガバナー公式訪問無事終了しました。 

リレースピーチの皆さんよろしく。 

石川久・大髙滋・鈴木操・松井実 

植木静子・海老沼堯・岡村裕太・小林好子 

小山幸子・坂田信夫・佐藤孝子・杉岡榮治 

須田純一・須永恵子・高橋采子・田口精二 

武澤郁夫・福田優子・三田浩市・三田圭子 

小森谷久美 

リレースピーチ楽しみにしています。 

宜しくお願いします。 

 

  

人数 合計 累計 目標額 達成率 

29 名 ￥61,000 ￥524,500 ￥2,200,000 23.84% 

スマイル委員長 三田圭子 
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2019-2020年度 RI マーク・ダニエル・マローニー会長 テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」 

2019-2020年度 古河東ロータリークラブ 江口紀久江 会長 クラブスローガン「つなげる親睦 広がる奉仕」 

 

◆ 例会を欠席する時は前日までに SAA までご連絡ください。 

SAA：森敏夫 e-mail mori2028@agate.plala.or.jp 090-4001-6939／FAX0280-30-7186 

◆ 原稿の送信先は e-mail megumi.saito@grace.ocn.ne.jp 又は FAX 0280-32-2450（齊藤）までお願いします。 

古河地区ローターアクトクラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

9 月 29 日（日） ホテル山水 米山奨学生の着物体験（着付け手伝い） 

古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

9 月 24 日（火） 

19：30 点鐘 

イタリア厨房 

ペントーラ 

古河市坂間 73-1 

国際料理を愉しむ♪ 

申し込み：9 月 10 日（火）までに幹事 松本宛 

古河東ロータリークラブ 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1917 回 

9 月 24 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

お客様卓話「インドネシア伝統的集落保存協力について」 

筑波大学大学院 上北教授 

お弁当担当：やなぎや「遊水亭」 

第 1918 回 

10 月 1 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

第 4 回理事会 例会場 11 時～  

月初めのお祝い 

絵手紙体験例会 古河絵手紙の会の皆様 

第 1919 回 

10 月 8 日（火）↓ 

10 月 13 日（日） 

プラネタリウム 

古河福祉の森 

移動例会 古河総合病院 病院祭り 

プラネタリウム 古河福祉の森 

第 1920 回 

10 月 15 日（火） 
古河商工会議所 3Ｆ 

クラブ協議会 ガバナー公式訪問に備えて 

第 2820 地区第 4 分区ガバナー補佐 福富好一様 

第 1921 回 

10 月 22 日（火） 
ホテル山水 

ガバナー公式訪問 第 2820 地区ガバナー 中村澄夫様ご来訪 

第 2820 地区第 4 分区ガバナー補佐 福富好一様 

第 1922 回 

10 月 29 日（火） 
 休会（第 5 週につき） 

地区行事他 中村澄夫地区ガバナー スローガン「人、学びて更なる奉仕」 

10 月 22 日（日） 中村澄夫地区ガバナー公式訪問 ホテル山水 

2 月 2 日（日） 第 4 分区 IM  

4 月 18 日（土） 

4 月 19 日（日） 
地区大会  

創 立：1982 年（昭和 57 年 7 月 6 日）URL：http://www.kogaeast.jp 週報他、例会等の詳細情報はホームページをご覧ください。 

例会日時：火曜日（12:30～13:30）例会場：古河商工会議所 3F（古河市鴻巣 1189-4 電話 0280-48-6000 FAX 0280-48-6006） 

文 責：古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会 [齊藤（愛）・松井・白戸(里)] 


