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第 2122 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

辻田 摂広報・雑誌委員長

⑦ ＩＭ実行準備委員会

⑧ 閉会 点鐘

＊例会前：2月度定例理事会

第 2123 回例会 2月 17 日（金）

☆卓話なし

☆第 5回クラブフォーラム

           国際奉仕委員会部門

武田 大輔国際奉仕委員長

（鈴木 洋奉仕活動委員長）

ニコニコ箱

●本日の卓話よろしくお願いします。

家内の誕生日祝いありがとうございます。

結婚記念日祝いありがとうございます。

               森下 慶治会員

●・結婚記念日祝ありがとうございます。

・森下さん卓話ご苦労様です。 奥田 長二会員

●誕生日のお祝ありがとうございます。

森下さん卓話よろしくお願いします。

    大橋 秀造会員

●1 月 30 日（月）創立 60 周年になるパリ、アカデ

ミーＲＣの例会（晩餐会）に出席、バナー交換。

約 40 名のメンバー＆同伴夫人に温かく迎えられ

ました。          品川 芳洋会員

●誕生日お祝、ありがとうございます。

森下さん本日の卓話よろしくお願いします。

    大松 桂右会員

●森下会員、卓話よろしくお願いします。

    石川 義一会員

２０１７年２月１０日（金）第２１０９号

2017 年 2月 3日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2121回 28名 15名 65.2％
出席義務免除

6名（出 1）

第2119回 28名 20名 91.0％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

2016‐17 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：中澤  剛

●幹   事：高橋 広一

●会報委員長：上山 惣太

良き出会いを大切に！



会長の時間

会長代理 上田 郁生前年度会長

本日は日本の伝統行事である節分です。

節分とは、季節を分けるという意味で、本来は立

春・立夏・立秋・立冬の前日のことですが、一年の

始まりは春ということで、立春の前日が節分として

邪鬼払いの行事が行われるようになったそうです。

起源は平安時代にまでさかのぼり、当時は鬼を追い

払う行事がとり行なわれ、室町時代に鬼を炒った豆

で追い払うようになり、豆まきの行事は現在まで続

いているようです。炒った豆を使うのは、邪鬼を追

い払った豆から芽が出てはいけないという事で炒る

ようになったようです。

もう一つ節分の行事と言えば恵方巻きの丸かぶり

ですが、これは大阪の商人が商売繁盛や無病息災を

願って始めたことが全国に広がったようです。全国

的に広がったのは近年の事で、恵方巻きと言う言葉

も 1998 年にコンビニチェーンのセブンイレブンが

全国販売する為に命名したそうです。昔は節分とい

幹事報告

①明日、2/4（土）に地区ロータリー財団地区補

助金管理セミナーが開催され、会長エレクト＆

会長ノミニーの代理として高岡次年度幹事、大

橋次年度社会奉仕委員長が出席予定となって

おります。

●卓話「最近の石油情勢 パート５」を期待して待っ

ていました。          池本 繁喜会員

●森下さん、卓話よろしくお願いします。パート5で

すね。昨年はシェルの話、覚えておりますが、5年

前の卓話は忘れております。   長尾 穣治会員

●今回合計    7,000円

●会費と納入分 20,000円

●累   計  631,010 円

えば豆まきでしたが、最近では恵方巻きの丸かぶ

りが全国的に浸透して、「節分の行事として行っ

た事」というアンケートでは、豆まきを上回る数

値が出たそうです。

近年、クリスマスやハロウィンなど外国由来の

行事が盛り上がっていますが、節分のような日本

伝統の行事も大切にしていきたいものです。

2 月誕生月祝

大松会員・大橋会員

「最近の石油情勢

       パート 5」

森下 慶治会員

国内石油市場が縮小する中、大手石油各社は財務

立て直しに追われている。供給過剰で主力の石油

精製の収益力が弱体化したうえ、積極投資した資

源開発など海外事業の投資回収に時間がかかり、

有利子負債は高水準で、原油相場が急落による在

庫評価損で2014年度は全社が最終赤字だった。再

編を含めた経営テコ入れ手腕が問われる。

有利子負債を自己資本で割った負債資本倍率で前

期未の各社の長期支払い能力を見ると、大手五社

のなかで首位は 0.8 倍の昭和シェル。同社は堅実

経営で定評があり、経営安全性の目安とされる 1

倍以下だった。

海外事業に積極的な出光興産は負債が一兆円を超

え、五社中で四位の 1.7 倍で、昭和シェルとの統

合は財務基盤に効く。

JXホールディングは1.4倍と2位だが、大型投資

2 月結婚記念日祝

品川会員・森下会員・奥田会員



の回収遅れで収益性が落ちている。

東燃ゼネラル石油は1.6倍と3位。米エクソンモー

ビルから独立した際の借り入れ負債が重いが、製油

所のコスト競争力は高い。首都圏でのガソリン販売

力も強く、他社の興味を引く可能性がある。

コスモ石油は 4.1 倍で 5 位。11 年の精油所事故の

影響で製油所の競争力が低下した。14 年度の業績

悪化で自己資本も急減し財務改善が遅れている。

以上が石油元売りの状況です。そこで当然ながら再

編の話が国の指導で進もうとしている。

国内の自動車の保有台数の減少に転じ、当然石油の

消費量が減少に転じ、元売り大手の製油所が過剰状

態になり、過剰製油所の集約再編が待ち構えてい

る。当然石油元売りの合併集約が進みそうである。

最終的に、「新日本石油と新日鉱ホールディングス」

2010 年に「JX ホールディングス」。「東燃ゼネラル

石油と三井石油」2014年に「東燃ゼネラル石油」。

「出光興産と昭和シェル石油」が 2016 年にも新会

社合併予定。出光興産創業者が合併に反対して時間

がかかりそう。

「大協石油、丸善石油、旧コスモ石油」が 1986 年

に「コスモ石油」に集約される。

2016 年 12 月 3 日 JX ホールディングスと東燃ゼネ

ラル石油が合併統合すると正式発表した。

追記

現在石油販売価格の内訳

ガソリン125円として揮発油税27円80銭＋暫定税

率25円 10銭＝52円 10銭

軽油110円として軽油引取税32 円 10銭

ガソリン税は道路特定財源で、高速道路、国道、橋

等新設、補修等にしか使えない。

軽油引取税は都道府県の道路、橋等新設、補修等に

使う。

フィリピン訪問報告

会長 中澤 剛

本日は、国際奉仕事業で、2/4 に開催されました

ダウンタウンマニラとの共同事業である「Rac Journ 

2017」に参加させていただきました報告をいたしま

す。

鈴木奉仕委員長と山田副会長と私の 3人で 2/3 に

マニラ入り、4 日の式典に終日参加、5 日に帰国と

いう日程で訪問しました。

この「Rac Journ 2017」というプロジェクトは、

マニラ近郊首都圏の約 1200 の学校（高校）を対象

に行う「ジャーナリズム執筆コンペ」で、「現代ジ

ャーナリズムにおける知的財産権の保護」または

「知的財産権と現代マスメディアコミュニケーシ

ョン」というテーマで、それを 4人の教授が評価し、

優秀作品は、表彰するというものです。

執筆内容としては、ニュース記事・特集記事・社

説・スポーツ記事について各英語と各フィリピン

語、社説時事風刺漫画の 9分野での執筆コンペでし

た。

会場は、マニラ市内の大学の立派なホールで、当

日は、そのうち表彰対象となりうる優秀な 500～600

人の学生が参加し、大きな盛り上がりをみせていま

した。

主催は、ローターアクトと大学生（サークルなの

か学部なのか定かではありませんが・・・）で、ダ

ウンタウンマニラＲＣがそれをバックアップして

いるという感じでした。

大きなプロジェクトに感じるものの司会進行も

含め主体が学生という見え方になっており、ロータ

リークラブの関わり方としては、理想的な感じに思

いました。

式典の途中に基調講演があり熟睡モードやゲー

ムをしている学生も見受けられましたが、講演の

後、くじ引きなどのゲーム性のある催しを数回はさ

んで、非常に盛り上がる場面も随所に見られまし

た。



最後の審査発表と表彰の時は、会場全体が興奮し

ており、非常に良い活動に我々も参加できたという

安心と喜びを感じました。長時間のイベントである

という事を除けば・・・。

ダウンタウンマニラＲＣのチャン会長はじめベン

さんや色々なロータリアンたちにお世話になり非常

に暖かく迎えていただき感謝しています。

このような国を越えての事業により海外の方々と

の親睦を深める事ができるというのは、私にとって

も非常に貴重な経験をさせていただきました。

今後も何か携われる事があれば、微力ながら協力

できればと感じました。

最後に今回の式典で大勢の方々を前に八尾東ＲＣ

代表として英語で挨拶をするつもりで原稿を用意し

ていましたが、残念ながら披露する機会をいただけ

ませんでした。次回からは、イベントのどこかで挨

拶の機会を与えていただけるよう願いを込めて、私

のメッセージを次週の週報に掲載させていただきま

す。

第２６６０地区
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