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前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

２７/３５　 　　　　７２．９７%　　　　３０/３７　　 　　　８１．０８%

２９/３５　　 　　　８２．８６%　　　　　　　　  　　　　　３８名

　朋友ロータリアンの皆さん、私は若いころ、世

界中を旅したいと思っていました。しかし当時は、

旅を夢見ることしかできず、海外をはるか遠くの

世界のように感じていました。とはいえ、日本で

は誰もがそうするように、私も学校で英語を勉強

しました。最初の教科書の1ページ目に「This is 

a pen」と書かれていたことを今でも覚えていま

す。もう50年も前のことです。それから、世界は

大きく変わり、私はロータリーの会長として、か

つて夢見た以上に世界中を旅しています。 

　初めての場所を訪れると、初めての言葉、人々、

慣習に出合います。私は、行った先々でお目にか

かる方々から学ぼうと全力で努めています。お目

にかかる人から学べることがあるはずだと信じて

いるからです。このように考えると、ロータリー

の青少年交換プログラムの意味がより深く理解で

きると感じます。そして、青少年交換を通して、

ロータリーがいかに素晴らしい贈り物をしている

かがわかります。青少年交換は、数々の心を開か

せ、信頼や心の交流を築きます。また、国や背景

が異なる人々を一つにすることができます。 

　ロータリーの青少年交換プログラムは、40年以

上にわたって充実した活動を継続し、今日、第五

奉仕部門である「新世代奉仕」の一部となってい

ます。若者に力を注ぐことで、ロータリーの未来

と、より平和な世界を築くことができます。青少

年を支援することで、新たな世代にロータリーを

引き継ぐことができます。また、国境や文化の壁

を超えた理解の輪が広がります。私たちは支援の

手を差し伸べることの大切さを教え、ロータリー

の中核となる価値観を伝承することができるでし

ょう。このようにして、私たちは平和の構築を支

援しています。 

　青少年交換は、一つひとつの交換を通して国と

国との間の関係を育み、平和な世界を築くという

ロータリーの世界的使命の本質的な要素を担って

います。

ＲＩ会長のメッセージ

三

会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　先週は例会変更して今年度最後の家族会が親睦委員

会の企画で行われました。会員家族が楽しい一日を過ご

し「母の日」でもありましたので、全会員の家族あてに中伊

豆ワイナリーのワインが後日届けられました、親睦委員会

の粋な計らいに感謝いたします。

　話は変わりますが、「春の全国交通安全運動」が5月11

日（月）～20日（水）まで10日間行われます。この運動は市

民一人一人が自らの交通安全に関する意識を高め、交通

ﾙｰﾙの遵守と交通ﾏﾅｰの実践に努めることにより、交通

事故防止の徹底を図ることを目的としています。

ｽﾛｰｶﾞﾝ　　　「安全をつなげて広げて事故ｾﾞﾛ」

運動の基本　　子供と高齢者の交通事故防止

運動の重点　　

１、自転車の安全利用の推進（特に自転車利用の五則の

周知徹底）

１、全ての座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄとﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの正しい着用の

徹底

１、飲酒運転の根絶

１、横断歩道上の交通事故防止

　静岡県の交通事故件数は年々増えています。それは、

決して他人事ではありません、誰でも被害者になる恐れが

あります。どちらの側になってしまっても、今までの平和な

生活は打ち裂かれてしまいます。いくら罰則を強くしても交

通事故は起こります。それは、交通事故が、殆どの場合起

こしてやろうと思って「起こす」ものではなく、人の不注意に

より「起こってしまう」ものだからです。「起こってしまう」もの

を何とか防ぐにはどうしたら良いのか、それは、道路で一人

一人がちょっと注意をはらう事ではないかと思います。これ

からも交通ﾙｰﾙ、交通ﾏﾅｰを守り事故防止に努めてまい

りましょう。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

幹事報告

ゴルフ同好会

原　英氏さん（石井（司）君のゲスト

入会記念日

幹事　小林　勝君

山本良一君：新年度スタートです。新米の山本と加藤幹

事ですので間違いが多々あると思います。よろしくお願い

いたします。

米山晴敏君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。頑張って下さい。

兼子悦三君：今日から山本年度、また、今年は創立25周

年の年でもあり、忙しいと思いますが、頑張って下さい。

片野誠一君：新年度も宜しくお願いいたします。

中村　徹君：山本、加藤年度が始まりました。創立25周年

記念式典に向け、1年間よろしくお願いします。頑張って

下さい。

太田政人君：山本新会長、いよいよスタートしましたね。1

年もたてば今の私の心境になれます。ガンバッテ下さい。

矢岸貞夫君：いよいよ今日から新年度が始まります。山本

会長、加藤幹事、頑張って下さい。会員全員で応援します。

宮澤正昭君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。

石井邦夫君：山本会長、加藤幹事、本日より一年間頑張

って下さい。期待しております。

杉山　隆君：新年度スタートです。1年間よろしくお願いい

たします。

石井和郎君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

い致します。

久保栄子君：山本会長、加藤幹事、皆様、本年度もよろ

しくお願い致します。

服部光弥君：新年度、初心にもどり気持ちを改めがんばり

ます。山本年度こそは赤タスキと念じていましたが・・。や

っぱり青タスキでした。岡さん、小島君、赤がとってもおに

スマイルボックス

４月７日　　仲原実圭君

４月28日　　遠藤修弘君

４月29日　　石井邦夫君

入会記念日

会員誕生日

鈴木真知子君：5/10、義母が94歳で亡くなり告別式で家族

会に出席できず残念でした。中伊豆ワイナリーのおみやげを

いただきありがとうございました。感謝申し上げます。

大房正治君：先日の選挙で皆様のお陰をもちまして当選す

る事が出来ました。ありがとうございました。市の為に汗をか

きます！

矢岸貞夫君：5/10新緑の中で「春の家族会」楽しい1日でした。

母の日にちなんだ各家庭への感謝のワインプレゼント。親睦

委員長はじめ委員の皆様ありがとうございました。

遠藤修宏君：先週の家族会、皆様のご協力をいただいて事

故やけがもなく無事終る事ができました。ありがとうございまし

た。元気が良すぎて会場暑すぎましたが勘弁してください。

杉山順一君：本日のスマイルで9000円です。原兄多は途中

入会でスマイル免除なので一番下っ端ですが、なんとか先

輩方のスマイルに追いつこうと頑張りました。先輩方のスマイ

ルは流石ですね。後１回頑張ります。

服部光弥君：５月１０日の家族会、皆様ありがとうございました。

担当の遠藤君、お疲れ様でした。

杉山　隆君：仕事とはいえ休会つづきました。すみません。又、

頑張ります。

石井邦夫君：親睦委員会の皆様大変ご苦労様でした。家族

全員自然の中で大いに楽しむことが出来ました。滅多に家

族で出かける機会もないので非常に有意義な１日でした。あ

りがとうございました。

石井司人君：７日より６泊７日でオランダ・ベルギー・パリの視

察旅行に行ってまいりました。実はベルギーのイープルという

街に100年間続いている猫祭りがあり町長以下21名でカーニ

バルの参加も含め友好を深めてまいりました。猫を通じて姉

妹都市を結びたい意向がある為に。

中村　徹君：根津先生の葬儀、皆様お疲れ様でした。函南

町で産婦人科開業している山口先生が今朝交通事故で手

術を受けられたと事務長さんから電話をもらいました。他人

事ではない思いでいます。皆様も体には気を付けてください。

石井和郎君：親睦さん、家族会ご苦労様でした。大変楽しか

ったです。

米山晴敏君：暑いですね。昨日ゴルフに行って来ました。つ

かれました。

スマイルボックス

今日の料理

今日の料理

平成２７年４月３日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

出席者�  矢岸貞夫　鈴木政則　石井邦夫　山本良一　

　　　　　　土屋　巧　山田定男　服部光弥　山口雅弘　

　　　　　　　中村　徹

司会者� 石井邦夫   �  

①親睦委員長より5月10日の家族会の件

　なるべく参加費を安く設定しますので多くのご家族の参

　加を希望します。

第10回理事役員会報告



ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

卓話

幹事　石井司人君

ＳＡＡ委員会

出席委員会

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

「5歳未満の子供たちの5人に一人が汚染された水を

飲んで死亡している」。これが世界の現実です。しかも

飲み水を汲みに行くために、毎年世界で約400億時間

が費やされ、その作業は主に女性と子供たちが担って

います。

アフリカのガーナでは、人口の20パーセントに当たる

約500万人が、汚染された水を使っていると推定され、

その結果、多くの人びとがさまざまな病気の危険にさら

されています。

ロータリー会員、マーティー・ハタラさん（米国アラバマ

州、ボアズ・ロータリークラブ）は、2010年に初めてガー

ナを訪れ、孤児院でボランティア活動に参加した時、

地域の人びとがきれいな水を求めて苦労している様

子を目の当たりにしました。「場合によっては、11キロも

歩いて水を汲みに行かなければならなかった 」と振り

返ります 。

ハタラさんのこの経験について知り、ボアズ・ロータリー

クラブと、同じ州にあるアラバスターペラム・ロータリー

クラブの会員が立ち上がりました。ロータリー会員たち

はガーナのボルタ地域の村、アフラオで、飲み水用の

井戸を掘り、村人が長い時間をかけずに、近くできれ

いな水を汲めるようにしたのです。これで、村の母親と

子供たちが水汲みに苦労する必要がなくなりました。

ハタラさんはその後、地元の人に別の地域に案内して

もらいました。アフラオと違い、その地域には地表に水

源がありました。ロータリー会員たちは、その水源から9

つの村まで送水管を敷き、市場、寄宿舎、学校、養鶏

場など主要な施設で水が使えるようにしました。ハタラ

さんはその際、水道と下水管理の専門家、アラバスタ

ーペラム・クラブのクレイグ・ソレンセンさんの力を借り、

地元の人びとにもこのプロジェクトの進行状態を常に

知らせ、実際に参加してもらいました。当初6つの村ま

で敷くはずだった送水管を9つの村に延長できたのも、

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

ガーナの村にきれいな水を

杉山　隆君：昼間間違えて来てしまいました。間抜けな私

にスマイルです。

中山和雄君：今日、また若い仲間が増えました。我々長老

も若い人が増えると元気になります。

山口辰哉君：先週のＩＭ欠席で申し訳ありませんでした。ち

ゃんとメークアップしておきました。サインだけですが・・・。

大房正治君：大変お世話になっています。３月１日（日）１１:０

０に前回と同じ場所で事務所開きを行います。一人でも多

くの皆様をお待ちしています。宜しくお願い致します。

山本良一君：先日は裾野クラブ主催の静岡第２分区ＩＭに

遠路多くの会員に参加いただきお疲れ様でした。次年度

は当クラブの担当です。

小林　勝君：せせらぎ三島ＲＣ非公認のスノーボード同好

会が発足されました。会長米山晴敏、幹事小林勝、平会

員兵藤弘昭、杉山順一です。３月に強化合宿予定しており

ます。参加ご希望の方は杉山まで連絡ください。

兵藤弘昭君：本日の新会員歓迎会楽しみにしております。

原兄多さん、よろしくお願いします。

Ｂ・Ｃ・Ｄテーブル：２月３日Ｂ・Ｃ・Ｄテーブル会を開催いた

しました。残金スマイルいたします。本日のクラブフォーラ

ム盛り上がると思います。

スマイルボックス

平成２７年３月６日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

出席者�  矢岸貞夫　小林　勝　鈴木政則　石井邦夫

　　　　　　山本良一　土屋　巧　望月保延　服部光弥　

　　　　　　中村　徹

司会者� 小林　勝   �  

①東日本大震災復興支援委員会　継続するかどうか

　社会奉仕委員会に組み入れる。

　事業として〈パネル展〉を各地域で開催、予算を組む。

第９回理事役員会報告

生年月日：昭和49年９月５日

職業分類：行政書士

代表事業所：原行政書士事務所

役職：代表

　　　　　　　　

原　兄多（はら　けいた）君

入会おめでとう

　私の職業は不動産業です。土地を買い、そこに道路、公園、

調整池を作り宅地分譲地を作り販売しています。その分譲地を

つくる職業を通して感じている"おかしいぞ市・町、おかしかった

ぞ市・町"の話を聞いて下さい。今、全国的に話題になっている

①税金のこと②規制緩和のこと③人口減のこと、この３点を分

譲地屋からの視点で切り込んで見ます。

①税金、上がってますね、我々宅造業者には国、県、市、町、

が税金徴収のバキュームカーに見えます。不動産で２０億円売

り上げる為にいくらの関連税金を払うと思いますか？ＭＡＸ６億

円から４億支払ます。税務署さんがくると必ず調査前に関連税

金の話をします。その後"だから重箱の隅をつつかないで"と言

います。しかし税務署はつつきますね。関連税金が何故６億円

から４億円かかるかというと、地主さんは土地売却すると、譲渡

取得税２０％（又は相続税）+住民税と印紙税を支払います。買

う我々には取得税、登録免許税、固定資産税、印紙税を払っ

てその土地を確保します。その後仲介、測量、設計、解体、工事、

ＣＭ、広告等に８％の消費税を支払います、完成してお客様が

分譲地を購入します。ここで又同じ様にお客様が取得税、登録

免許税、印紙税を支払います。同じ土地に３回の税金がかかり

ます。しかし、会社はまだ有ります、従業員に給与を支払います、

それには取得税、住民税が、会社には法人税、法人事業税、

法人住民税が掛かります。これらを合わせると２０億円販売する

とＭＡＸ６億円から４億円の関連税金が発生します。これは目に

見える物。見えない税金が市、町には恒久的に固定資産税とし

て増えて入ります。例えば箱根の登り口東海病院の東側に山を

一つ削って分譲地を作りました、買った時に固定資産税は山林

ですから安いのですが分譲後には宅地になり数十倍に上がり税

収として入っています。宅地の場合は変わりません。税金は国

民の３大義務に納税義務があるから、これはやむを得ないでしょう。

しかし②番目規制緩和は考え方一つでどうにでもなります。

③番目の人口減と人口増は規制緩和と密接に関わっています。

裾野市石脇で４２区画の分譲をしました、その時の話をします、

市の計画道路が一軒の立ち退きで頓挫していました、その道

路が完成するまで許可をくれません、この問題の時に県の意見

は"遅れは民間の責任ではないから許可するでしょう"ですが、し

かし裾野市は許可せず、解決出費は全て住民になるお客様負

担です。規制緩和すれば安くなり住民が買いやすくなる、逆に

規制すれば高くなる、ここが分譲地での人口増か減かの分か

れ道です。裾野市は優良企業が多数有りながら、企業誘致に

成功しながら、御殿場市、長泉町の人口増に貢献してしまいま

した。今は積極的に開発しやすいように規制緩和し、且つ開発

ならば１区画４０万の補助金を付けて人口増に力を入れています。

これからは住民が市外へ流れることは少なくなると思います。

土地を開発や分譲するときに１０００㎡から開発行為申請が義務

付けられています。９９９㎡ならならば開発行為申請が必要あり

ません。

言葉で言うと大した問題ではないと思われますが地主、お客様、

市、町には大きな問題です。１区画５０坪以上か以下に区画。

地価の安い田舎はそれで良いんです、地価の高い沼津、静岡、

全国都市部は開発行為の最低区画面積は４０坪で区画出来ま

す、地価の高い所は１区５０坪以上はダメです、三島で言えば地

価の高い大宮町、寿町、本町に住みたい人や、そこに１０００㎡

以上の土地を持っている人には大問題です。

清水町の１０３０㎡の土地の実例です。前面道路５ｍ、開発行為

だと拡幅１ｍ×７０ｍしなければならない。先に道路整備して寄

付したら１０３０㎡ー７０㎡ー＝９６０㎡が販売出来る面積です。

委員長　米山晴敏君

米山晴敏君

１０００㎡越えの開発行為では１区５０坪以上ですから５区画に切る

と１区５８坪なります。しかし先に開発行為と同じ６ｍ道路拡幅整

備して町に寄付すると開発面積は９６０㎡ですから開発行為申請

で無く土地利用申請になります１区４８坪で区画出来き、若いお

客様の銀行のローンが通り易くなり、買い易くなる。地主は１０ケ

月以内の相続税支払い出来て借入しないで済む。廻りの住民

は既存道路が５ｍから６ｍに広がり便利になる。町は住民が増え

て住民税入る、宅造業者は事業が出来る、誰一人として損しな

い方法、法律も守れる、大局を見ることが出来る行政だから清

水町は人口が増えています。窓口で"前例が無いから"と取り合

わない町と"前例は無いけど人口増と住民の為になる方法を一

緒に考えましょう"と言う行政では差が出ます。

規制緩和するか、しないかの二つの実例です。

１１９８㎡の土地が有ります。位置指定道路５ｍを申請し、販売地

が２区画分（３９９㎡）１０００㎡を越えます。１１９８ー３９９＝７９９㎡。

人口を増やしたい町は既存６ｍ以上の道路に接道している部分

は位置指定道路の受益地で無いので既存道路に接している側

の２区画分は開発には入れない。人口増を考えない町は既存

道路に接していようがいまいが、本人であろうと他人であろうと越

えた部分の土地地主に対して３年間使用目的を変えませんと言

う念書を入れないと位置指定道路許可を出しません。土地が３

年間寝てしまいます。開発行為でやると６区画、１区画土地３０００

万、位置指定でやると８区画土地２０００万の販売です。子育て

中の幼稚園、小学校低学年をもっている若い夫婦には買いたい、

住みたい、でも高くて買えないです。若い夫婦、幼稚園、小学校

低学年の家族住んで貰いたいと市、町が思えば簡単にできるし、

やっている市町があるから真似をすればいい、ちょっとした考え

方を変えれば人口増や出生率に貢献出来ます。ほんの一部の

行政マンは、行政権、許認可を自分が権力を持ったように錯覚

を起こします。都市計画法や条例には必ず但し書きが有りますが、

それを理解してないか、その使い方が判らないのかも。（開発行

為逃れ目的か住民サービス目的かの差を理解出来てない）

ここは三島市ですから三島市の状況を話しします。豊岡市長は

市長になる前から開発の必要性訴えています、又理解も十分し

ています。しかし残念ながら一部人が市長の真意を理解してい

ません。豊岡市長熱意があれば、そろそろ理解すると思います。

そうなれば沼津に代わり東部の中心になると思います、いやなら

なければいけないのです。

入会記念日 ４月30日　　土屋　巧君


