UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2021-2022 年度 第 1921 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：関口

隆

幹事：佐々木 隆

広報委員会リーダー：仲田俊夫

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫
事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

12 月

第 4 例会

2021 年 12 月 22 日(水)
名
司

会

会員数 55 名

出席 24 名

猪瀬

龍之介 会場監督（S.A.A）

黒崎

丈博 親睦・家族委員

関口

隆 会長

§ ロータリーソング「四つのテスト」

ビジター紹介
§ 金子 政郎 様・阿部 欣文 様(宇都宮 RC)
§ 川名

悟 様(宇都宮 90RC)

会長挨拶
皆さんこんにちは。

最近、温かくなったり寒くなったりと不安定な日が続いています。今風邪をひくと寝正月になってしま
います。くれぐれも体調に気を付けてください。
本日は、宇都宮ロータリークラブ創立 70 周年記念式典のご案内で、金子様と阿部様がお見えです。そ
して宇都宮 90 ロータリークラブより、川名様がお越しくださいました。どうぞごゆっくりお過ごしくだ
さい。川名様は私が 1 回目の幹事の時に宇都宮 90 ロータリークラブの会長をされていました。その年度
の春に東日本大震災があり、通常の生活が戻るまで多くの文書を夜通し作成したことを思い出します。と
もに大変な年度を体験して感慨深い思いです。

幹事報告

佐々木

隆 幹事

§ 本日は、ミリオンダラーです。
§ プログラム変更のお知らせ
12 月 22 日 会員卓話 村上芳弘会員「国際原油の現状」
1 月 19 日 会員卓話 田中正夫職業奉仕委員長「職業奉仕について」
§ 2022 年度米山奨学生世話クラブの募集案内が届いております。
§ 貸衣装会社より、カフス 1 個・アームバンド 1 個が返却されていないとの連絡がございました。ご利
用の方は、再度ご確認の上、幹事までご返却ください。
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宇都宮ロータリークラブキャラバン
金子 政郎 様・阿部 欣文 様
宇都宮ロータリークラブ創立 70 周年記念式典のご案内
日時：2022 年 2 月 12 日(土) 式典 16：30～ 祝賀会 18：00
場所：宇都宮東武ホテルグランデ

スマイルボックス委員会報告

川又

俊二 委員

§阿部欣文様(宇都宮 RC)
宇都宮ロータリークラブは昭和 26 年 12 月に設立し、第 2550 地区の皆様のご支援ご
協力のもと、本年度創立 70 周年を迎えることができました。感謝申し上げます。
§川名悟様(宇都宮 90RC)
第 16 回栃木県ピアノコンクールにご協力下さりありがとうございました。心より感
謝申し上げます。こども達が大変喜んでおりました。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
§関口

隆会長

村上芳弘会員、本日の卓話楽しみにしております。よろしくお願い致します。
クリスマスパーティー皆様ご苦労様でした。ありがとうございました。
誕生日のクオカードありがとうございました。すべてビールになりました。

§平澤照隆副会長

本日の卓話村上芳弘会員よろしくお願いします。

§村上芳弘会員

今日の卓話よろしくお願いします。

§若月章男会員

今年最後の例会です。トリを努める村上さんの卓話、大変楽しみにしています。

§仲田俊夫会員

今年最後の例会です！村上さんの卓話、しっかり聞きたいと思います。

§中野智之会員

村上さん、本日の卓話楽しみにしています。

§嶋田辰雄会員

卓話、楽しみにしています。

§臺 容之会員

本日の卓話、よろしくお願い致します。

§猪瀬龍之介会員

今年も残すところ、あとわずかです。個人的にはしっかりと締めたいと思っています。
本日の卓話、村上様、よろしくお願い致します。

§坂本昭一会員

妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。

§鈴木秀明会員

今日はバッチを忘れでスマイルします。

§青木克浩会員

今日も元気にスマイルします。

§長谷川博夫会員

今年最後ですね。お疲れ様でした。

§大島久美子会員

久しぶりの参加にて申し訳ございませんでした。本日は息子が入籍することになりま
したのでスマイルです♡

§小松和美会員

今日は冬至ですね。ゆず湯に入りましょう。寒さに負けずスマイルします。

§川辺康子会員

スマイルします。

§川又俊二会員

今年一年ありがとうございました！！来年も良い一年に皆様と成るよう頑張ります。

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました

18 名

金額

29,000 円
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子ども食堂小委員会報告

横尾

憲一 委員長

§ 12 月 20 日(月)子ども食堂を開催致しました。こども 18 人大人 13 人日々輝学園より聖歌隊が参加致
しました。地域の方々より、クリスマスプレゼントをいただき良いパーティーとなりました。
次回は 1 月 10 日開催致します。皆様のご協力をよろしくお願いします。

会員卓話
村上

芳弘 会員

日東石油株式会社

代表取締役 会長

今年最後の例会ですね。コロナ一色の一年間に思います。会社にも大きな影響を与えた 2 年間になりま
す。私はロータリーに入会して 36 年になりますがこのようなロータリー例会が続くのは初めてです。
36 年間の在籍で楽しいことや奉仕の事、先輩や友人の話し合いをした事、激論をした事、又同好会や部
活の事

たくさんありました。ロータリーに入会して勉強になった事は私の人生に大切な 1 ページであり

ます。感謝申し上げます。
関口会長年度は 12 月で半年になります。会員の皆様はどう思っているのでしょうか。
私は二つあると思います。一つは今年度は 40 周年を迎えます。40 年間を振り返って我々ロータリーク
ラブの原点を見直すいい機会である事。そのために色々ロータリーの事を話してくれてます。勉強になり
ました。そして組織も大幅に変更になりました。
二つ目はちょっと自分のペース考えでやり過ぎる事もありました。空気を読んでほしいと思います。残
り半年間は理事会を中心にして我々ロータリークラブの全会員の事を考え進めてもらいたいです。そして
委員会の委員長を中心にしたロータリーの後半にしてほしいです。それがロータリーの活性化になります。
せっかく組織変更になったのですから魂を入れましょう。
理事の方も外で話すのではなく理事会の中で話してほしいです。よろしくお願いします。
さて来年は私にとって節目の年です。3 月は結婚 50 年の金婚を迎え、会社創立 45 周年、栃木県石油組
合の理事長になって 15 年、ロータリーの在籍 35 年そして私は来年 80 歳傘寿（さんじゅ）になります。
年齢ほど人間として出来てませんし、皆さんに迷惑をかけることもありますが、これからもよろしくお願
いします。そして我が人生、人間として「生まれてよかった」と思える日々を送って下さい。
これは私の母が 90 歳（卒寿）の時書いた書道です。
自慢の「御袋」でしたので皆様にお見せして申し訳ございません。
見てください。もしよろしければ差し上げます。
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さて話は本題に入ります。平澤プログラム委員長より突然卓話の依頼がありました。まあプログラム委
員長の平澤さんからですから受けざるを得ないです。特にガソリンの話をしてほしいとの事です。
タイトルは 「国際原油」 についてです。
まずＯＰＥＣとは石油輸出国機構の事です。略称でＯＰＥＣと言います。
加盟国は 14 カ国となっています。非加盟国は 10 カ国
1

サウジアラビア

1

ロシア

2

イラク

2

カザフスタン

3

アラブ首長国連邦

3

メキシコ

4

クウェート

4

オマーン

5

アンゴラ

5

アゼルバイジャン

6

アルジェリア

6

マレーシア

7

エクアドル

7

バーレーン

8

ガボン

8

ブルネイ

9

赤道ギニア

9

南スーダン

10

スーダン

10

コンゴ共和国

11

ナイジェイリア

ＯＰＥＣ加盟国でも原油の減産が免除されているベネズエラ、イラン、リベアの 3 カ国があります。又
アメリカはシェール革命が起きましたが今は停滞しています。
原油の先物取引（日本）では東京商品取引所（ＴＯＣＯＭ）で取引が行われます。
その原油は二つの種類で決められます。一つはドバイ原油もう一つはＷＴＩの混合によって決められます
が基本的には「ドバイ原油とオマーン原油のスポット」で決められます。
では原油価格の値上がり要因です。
1.

経済活動の再開

2.

ＯＰＥＣの追加増産見送り

3.

為替市場の動向（円安）

4.

自然災害の影響（巨大ハリケーンなど）

新型コロナウイルスにより世界的に経済は落ち込んでいましたが、ワクチン接種も進み世界経済の回復
基調が伺えます。
今回の原油価格の高騰は様々な業界への影響を与えてます。一番イメージしやすいのは航空機、バス、
タクシーなどの旅客運送業です。利益率の悪化そして売上減少です。又漁船、農産物の温室栽培など今後
はメーカーや物流業者の収益にも影響が出てくるしすべての物価の価格上昇となります。とにかく取引先
個社ごとの資金繰りにも影響します。
岸田総理が石油備蓄の一部放出（売却）を発表されました。2～3 日分です。私はロータリークラブで備
蓄を放出すべきと言っていた事があり会員の何人かに、村上さんが言った通りになりましたね。と言われ
てうれしかったです。令和 3 年 10 月現在石油備蓄は 244 日分。
（国家、民間、産油国共同）
目的は国際石油市場安定のためと発表又国家備蓄法に反しない形での売却。国家備蓄法を私はこの法律
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があるのを知らなかったのです。緊急事態（例えば戦争）、災害の時（例えば東日本大震災など）もう一つ
はコロナ禍での対応を加えるべきです。
その一つの方法は税金の問題である。ガソリン税を下げればいいのです。この方式をトリガー方式と言
います。この暫定税率を下げればいいのです。昔暫定税率がありました。約 1L 当たり 25 円でした。これ
は道路や橋を作る財源でした。今は一般のガソリン税になりました。年間 5 兆円にもなります。
今ガソリン税は 1ℓ 当たり約 75 円がガソリン税です。ましてやガソリン税に消費税もかかっています。
ですから消費税は約 17 円になります。軽油約 50 円です。今国はさらに石油税（炭素税）の名のもとに上
げようとしています。
新聞テレビ等で報道されているトリガー条項とはガソリン価格高騰を受けてガソリン税を下げる方法
であります。政府一度下げると上げられないため対応する考えはありません。又国会での議論が必要です。
約 3 カ月かかるそうです。
原油市場の値動きが激しいのはオミクロン株が確認されたすぐ後から国際原油市場が急落を始めたこ
とから「この原油急落はオミクロン株が理由」と断じています。
最近は変異株によって原油市場は一進一退を繰り返しながら主要国がウィズ・コロナに航を切ると値上
がりしてきた。しかし逆にオミクロン株によって暴落する事もあります。
そしてもう一つは、よく言われる「雰囲気」が原油価格を押し上げたり下げたりする事もあります。
ちょっと難しい話になったかもしれません。
最後になりましたがロータリーの同好会や部活の事を話しましたが、私は書道部に入っていた約 25 年
くらい前だと思いますが有名な柿沼先生の指導を受けました。
その時一文字で自分で好きな文字を選んで書いてくださいと
言われて「慈」を選んだのです。これは薄墨で書いた書ですが
ロータリーの書道教室で学んだ一字です。下手な字ですがすみ
ませんが見てください。又、一字でもう一つ好きなのは将棋の
「歩」です。金にもなりますし歩のない将棋は負け将棋といい
ます。会社では役職が無い部下も大切にして将来「金」になる
よう教育しましょう。
ロータリーの同好会や部活は今まで書道部、野球部、ゴルフ部、写真クラブ、スキー部（同好会）、そば
食う会、色々思い出があります。
私は人生とは何かと問われた場合思い出創りも一つの人生だと思います。思い出には楽しい事もありま
すが悲しい事、辛い事もたくさんあります。これから残された人生良い思い出創りをしたいと思います。
これからも御指導よろしくお願いします。今日の卓話は私にとって勉強になりました。平沢さんに感謝申
し上げます。ご清聴ありがとうございました。
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出席報告

嶋田

辰雄 委員

会員数

55 名

前々回

出席数

24 名

訂正率

欠席数

31 名

出席率

54.55％

12 月 8 日
64.58％

例会予定
12 月 29 日(水)
特別休会
1 月 5 日(水)
特別休会
第 1922 回
1 月 12 日(水)
夜間例会
新春懇談会

新年例会

プログラム

日付

第 1923 回
1 月 19 日(水)

時間

12：30～13：30

プログラム
会員卓話
田中正夫職業奉仕委員長
「職業奉仕について」

例会場

ホテルニューイタヤ

招待卓話
第 1924 回
1 月 26 日(水)

12：30～13：30

宇都宮保護観察所
所長 西元雅夫氏
「更生保護について」

ホテルニューイタヤ

