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第 １３６５回・１３６６ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 31年 2月 12日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・ロータリーの目的・四つのテスト 山﨑晶弘会員 

・司会者名 秋元志津子出席会場委員長 ・発行月日 平成 31年 2月 27日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 先週の水曜日に「サッポロ極ゼロ」というお酒について

のニュースがありました。どういうニュースかというと、

いわゆる第３のビールとして発売され

たところ、国税局から「第３のビール

には該当しない可能性がある」との指

摘を受けて出荷停止して、税の差額１

１５億円を自主納付しました。その後、

製造法を変えて発泡酒として発売して

いました。それからサッポロは自社で

検証をしたところ、やはり第３のビールで間違いないとの

ことで納めた税金を返還するように求めて提訴していまし

た。しかし東京地方裁判所は極ゼロは第３のビールに該当

しないと判断し、高い税率を課した国税庁の決定を支持、

サッポロの請求を棄却したということです。第３のビール

が発泡酒より酒税が安く、そのため販売価格を抑えること

ができるのはご存知のことだと思います。ビールは発泡酒

よりも酒税が高いです。 

 それぞれの違いは、ビールは麦芽の使用率５０パーセン

ト以上であり、副原料の重量の合計が使用麦芽の重量の

５％以下の範囲で、使用できる副原料も麦、米、とうもろ

こしなど決まっています。発泡酒はざっくり言うと、麦芽

を使っていれば、ビールの定義に反しない範囲で副原料が

どんなものでも、どれくらい使っていても良いということ

です。一方、第３のビールについてですが、第３のビール

と言っても一つではなく２つに分類されるそうです。「その

他の醸造酒（発泡性）」と「リキュール（発泡性）」です。

「その他の醸造酒（発泡性）」は麦芽を使わずに大豆やエン

ドウなどを発行させたもの、「リキュール（発泡性）」は麦

芽比率５０%未満の発泡酒にスピリッツを加えたものとい

うことです。重要な酒税は、３５０ml あたり、ビールは７

７円、発泡酒は麦芽比率で異なり、５０%以上はビールと

同じ７７円、２５％以上５０％未満は６２円、２５％未満

は４７円、いわゆる第３のビールは２８円。昨年の４月１

日から改正されました。今後それぞれの酒税を段階的に変

えていき、２０２６年１０月１日には税率が５４円で一本

かされるとのことです。そう言われれば、昨年４月頃にビ

ールは値下げ、発泡酒、第３のビールは値上げされるとい

うようなニュースがあったように思います。ちなみに、昨

年４月の酒税法改正では税率のほか麦芽の比率、副原料で

使える材料が増えました。特に副原料に使える材料が増え

たことで味にバリエーションが増え新しいビール市場が期

待されるとのことです。 

 

結婚・誕生祝い 
 誕生 近藤功会員（2日） 宮坂真志会員（28日）  

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．米山機縁奨学会より寄付金領収書が来ていますので、確

定申告にご使用ください。 

２．ハイライトよねやまが届いています。 

３．第８グループＩＭゴルフ大会の案内が届いています。 

４．ロータリー手帳の申込案内が来ています。 

５．地区よりクラブ活性化の動画ＤＶＤが届いています。 

  

 

委員会報告 
 ■食文化交流会について  小池国際奉仕委員長 

  １月２７日の食文化交流会にご協力ありがとうござい

ました。収支はまとまり次第ご報告させていただきます。 

 

卓 話           

 越谷南ロータリークラブ 荒井信宏会長 

 本日は、貴重なお時間をありがとうございます。越谷南

ＲＣ４５周年記念式典を５月２５日に開催する運びとなり

ました。その話は後程、実行委員長より詳しくさせていた

だきます。まず、１月２７日に中クラブ

主催の食文化交流会に初めて参加させて

いただきました。各国の料理、ケーキ、

マジックと非常に楽しませていただきま

した。中でもモンゴル料理のフォーシュ

ン（肉まん）がちょうど我々が、モンゴ

ルの障害児童事業を支援しているという

グッドタイミングでもあり、特に印象に

残りました。先年、中クラブの２５周年式典にも参加させ

ていただき、大変盛り上がり楽しかったので、南クラブも

頑張りたいと思います。南クラブは、人当たりの良い、話

しやすい雰囲気の人が多いということ、ここぞという時に

次月・次週インフォメーション 

2/19 通常例会 

2/27 夜間例会 

 



は皆で団結してこれまでも事業をやってこられたことが、

南クラブの良いところだと思っています。中クラブの一層

の団結・飛躍を確信しております。 

  

越谷南ロータリークラブ 

小林光蔵４５周年実行委員長 

 ５～６年前から中クラブにお邪魔する機会が２，３度あ

りました。また５年前に会長を経験

し、大野さんとは大変仲良くなり一

緒に様々な活動をしてきました。中

クラブの良い所は人数の少ないクラ

ブにも関わらず、中身にとても細や

かな配慮が行き届いていることです。

それらの良い所をぜひ見習い取り入

れていきたいと思っております。 

４５周年式典に関しましては、５月２５日にギャザホール

に開催することになりました。記念式典・アトラクション・

記念祝賀会の３本立ての内容で行います。記念式典は地区

大会の催しを縮小した形で行い、アトラクションは、越谷

南高校と長いこと協力関係にあります関係で、吹奏楽部や

チアリーダーの出演をしていただきます。 

皆さまの時間とお金を是非お貸しください！ 

 越谷南ロータリークラブ  

染谷宗一４５周年副実行委員長 

 私は４５周年記念式典の副

実行委員長を仰せつかっており

ますが、地区幹事の経験を話せ

とのことなので、そちらの話を

いたします。地区幹事は、地区

の予算を預かり分配をしている

わけですが大きな３つの役目が

あるのをご存知でしょうか？１）

ガバナーの健康管理２）黒子に徹する（クレームを受け、

対応するのも仕事です。）３）ガバナーと一緒に、２０００

時間以上の奉仕活動をするこの３つです。この５年間くら

いでは、お金を貯めて地区事務所を購入するという大きな

仕事がありました。また、幹事を終わりますと、ＰＡＳＴ

地区幹事会というのに入ります。 

 越谷南ロータリークラブ       中村直弘幹事 

 モンゴル障害児童プロジェクトについてお話しします。 

これは地区補助金大口枠というものを申請して通りました

ので、１万ドル（１１２万円）の予算

で行いました。まだすべてまとまって

おりませんが、ほぼ予算を少しオーバ

ーするくらいで終了できそうです。モ

ンゴルから６人の方を招待し、埼玉県

の教育局にて教育長と面会をしたり、

日本の最新の施設、越谷市内の施設を

訪問しました。そこで見えてきた問題

点は、日本では、肢体不自由、知的障害、貧困、その他社

会問題ごとに施設が分かれているのですが、モンゴルでは

全て１つで行っていること。細かく分けて専門化する必要

があると分かりました。また、先生が足りておらず、１人

の先生が１０人も２０人も見ていることがあり、教育でき

る人材を育てる必要もあると分かりました。さらに、日本

では様々な方法で早期発見できるしくみが整っていますが、

モンゴルではまだそこまで行っておりません。ということ

で、これらの面で更なる支援を行っていきたいと思います。

今回は「国際奉仕」という観点からのプロジェクトでいた

が、「社会奉仕」という面でも大変勉強になりましたので、

今後の活動にいかしていきたいと思います。 

 

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 本日はおじゃまします。４５周年記念式典よろしくお願

い致します。 越谷南ロータリークラブ会長 荒井信宏様 

 本日は貴重な例会のお時間を頂き有難うございました。

４５周年どうぞ宜しくお願い致します。   

越谷南ロータリークラブ幹事 中村直弘様 

 本日は４５周年式典のお願い来ました。よろしく。  

越谷南ロータリークラブ 小林光蔵様 

 お客様ようこそ。本日もよろしくお願いします。高橋護 

 越谷南クラブの皆様。本日はありがとうございます。   

菊地貴光 

 おそくなりました。  武藤正雄 

 南クラブの皆様ようこそ！又小林様卓話楽しみにしてい

ました。宜しくお願いします。         仲文成 

 まだまだ寒い日が続きますネ        山崎晶弘 

 

 お客様南クラブのメンバーの皆様ようこそ 本日、理事

会例会よろしくお願いいたします。      中村隆雄 

 先日の食文化交流会、盛大で良かったですね。お客さま

本日よろしくお願い致します。       秋元志津子 

 お客様本日はよろしくお願いします。インフルエンザの

予防には手あらいと目や鼻などの粘膜をこすらないのが一

番（それがワクチンより大切）とのことなので、今年ワク

チンを打ち忘れた私は手あらいと目や鼻をこすらないよう

にしています。みなさまもお気をつけて。   浅田修司 

 お客様ようこそ。ちこくしました申しわけありません。  

山下良雄 

 お客様ようこそ。              大野弘 

 越ケ谷南ＲＣの皆様、ようこそ！今日も宜しくお願いし

ます。                    坪井明 

 宜しくお願いします。           宮坂真志 

お客様ようこそ！            小池和義 

 

 

■出席報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

 

第１３６５回 

IM（インターシティミーティング） 

テーマ「いつか世界を変える力になる」 

日 時：１月２６日（土）ｐｍ2：00～ 

会 場：ベルヴィギャザホール 2F「ル・エクラ」 

第１部 式典 

第２部 基調講演 

「地球の裏側にあるもう一つの日本」 

講師 菅野 静華氏 

「新しい世界を知ろう」 

パラリンピックと政府開発援助について 

講師 山口 昌彦氏 

第３部 新年賀詞交換会・懇親会 

会員数 
出免

除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

19 名 2 名 12 名 2 名 3 名 89.5％ 


