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先ほど、会社を出ようとしたときにフィリピンのマリ
キーナイーストＲＣからメールが入ってきました。添

勇一会長

皆さんこんばんは、3 月 16 日土曜日に第 9 グルー
プのインターシティミーティングが四季亭で行われま
す。本日、出欠の確認と言う事で名簿が回っており
ますので宜しくお願い致します。
今日の午前中、ＩＭの実行委員長の八潮ロータリ
ークラブの瀬田さんと二人で、草加市社会福祉協議
会のほうにお伺いしてまいりました。伺った目的は

付されていたものはこの資料で、当クラブから寄贈
させていただきましたＬＥＤのプロジェクターとスマー
トテレビの検証の写真などの報告書でした。後ほど
回覧させていただきますのでご覧ください。私は今
回行けなかったのですが、先週飯山エレクトと瀬戸
国際奉仕委員長に行っていただきました。本当にご
苦労様でした。ありがとうございました。

今回のＩＭで社会福祉協議会さんの活動を発表して
いただこうと言う事で、すでに八潮市社会福祉協議
会さんはスライドまで出来上がっているとのことで、

皆さんこんばんは、今日は文化会館の駐車場が

草加の方に依頼を受けたのは先週の話だったの

使えないという予定だったのですが、使えたようで

で、慌ててアポイントを取ってお願いしに行ってまい

大変申し訳ありませんでした。

りました。急なお願いでしたが、快く受けますと言う

先ほど会長も話されていましたが、3 月 16 日のイ

事で、日ごろの活動をされているかをＩＭで披露して

ンターシティミーティング、全員登録です。本日欠席

いただけることで、ほっとしております。

の方には明日連絡をさせていただきます。皆さん
出席のほど、よろしくお願いいたします。
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
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皆さんこんばんは、先々週、私は 2 月 3 日が誕生日で４日が結婚記念日と言う事で、ダブルでお祝いいただき
まして、そこで予告編をやったのですが、今日は本編をしたいと思います。
1 月 4 日成田空港を飛びまして 1 月 1４日に成田に帰ってきました。
11 日間の旅でした。1 月は商工会議所の賀詞交換と市役所の賀詞
交換、2 つとも失礼してしまい、ロータリーも新年第一例会お休みさせて
いただきました。申し訳ありませんでした。
お手元に「こだわりの地中海クルーズ 11 日間」という資料をご覧いた
だきながら話を聞いていただきたいと思います。
この乗った船が 5,000 人以上乗れる船なのです。お客さんだけで
5,000 人、1 つの町が移動しているようなものです。4 日に成田空港を飛び立って、スイスのチューリッヒに着きま
した。そこから乗り換えてイタリアのミラノに行きました。ミラノで 1 泊して、バスでジェノバへ、この写真はジェノバ
のフェラーリ広場です。 家内と仲睦ましく写っていますけど、クルーズに行っ
て喧嘩をすると最悪で逃げることができない、喧嘩だけは絶対にしてはいけ
ないと先輩からアドバイスを受けていたので、喧嘩しないように気をつけまし
た。そこから散策をしました。
通りには古い建物がたくさんありました。民家なのでしょうか、立派な建物で
した。派手でけばけばしくはないのですが、古い建物が並んでしました。
乗った船は「ＭＳＣメラビリア」はじめてこの船に乗りましたが、世界最大の
船運会社とのことです。これが 5,000 人以上乗れる船、17 階建てで凄いです。
プールもあり、劇場もあるし、レストランが 10 くらいあり、どこでも無料で食べ
られる、2 か所大有料のところがありました。7 日間乗りましたが、2 日間くらい
フォーマル、ドレスアップしてディナーを食べましょうという日もありました。
ドレスアップと言ってもジャケットにネクタイをすればＯＫというかんじで、
「クイーンエリザベス」のようにタキシードにエナメルの靴、女性はドレスで
なくてはいけないと言う事がありますが、そこまででなく、気楽に楽しめました。
船内の天井はとてもきれいで、時折変化するのです。飽きさせないような工夫がされていました。
船内ではギターにバイオリンなど 3.4 人で演奏私が大好きなジャズもたくさん
やるし、ポピュラーミュージックなど聞くのも無料でした。ソフトドリンクは無料
でしたが、アルコールは有料でした。
ジェノバから出発して、チビタベッキアへ行きました。そこからバスで
ローマに行きました。バチカン市国、「サンピエトロ寺院」、この日はちょうどカトリックのミサがあり、人もたくさん
いますが、信者の一行が馬に乗って行進したりしていました。宮殿の奥に行くには、大変セキュリティーは厳しい
そうです。コロッセオに観光客はたくさんいました。ローマにも「凱旋門」があり貫禄がある門でした。
バスで移動し、「スペイン広場」へ、噴水があり、「トレビの泉」と間違えてコイ
ンを投げる人がいるようでした。私も間違えそうになりました。「スペイン広場」
から少し降りたところに「トレビの泉」彫刻がたくさんありました。みんな意味が
あるようです。コインがたくさんある。見て投げてはいけない、後ろに投げる。
それが願いをかなえるコツと言っている人がいました。
そこからローマを出て一晩かけて シチリア
島へ行きました。パレルモという都市へ着き
ました。ノートルダムパレス、素晴らしいものが
たくさんありました。広い聖堂でした。シチリア
では、まだ馬車が走っていました。
馬は良いですね！心を和ませるというか可愛いですね！そのあとに、予定では
マルタ島に行くことになっていました。
私も楽しみにしていましたが、マヨルカ島のほうから嵐が来ていて、マルタ島に
入港してしまうと 3 日くらい出られなくなってしまうという予報が出ていまして、
船長の判断で乗船客の安全を考えマルタ島をやめてマヨルカ島に行くことになりました。抜港と言うそうです。
マヨルカもすごくきれいでした。黒人の人たちが革製品などを並べて売っていました。このようなことは相手にしな
いようにと言われていたので無視していましたが、アフリカが近いので密航してしまうそうです。マフィアの人たち
からの指示で売って、生活をやっとしているそうです。
そこから船でバルセロナへ行きました。以前オリンピックがありましたよね！丘の上から当時の施設を見まし
た。バルセロナの町は、これ以上は広がらないとのことでした。サグラダファミリア、何メーターか忘れましたが、
ガウディの設計だと一番高い塔は今ある塔の倍くらいの高さになるそうです。100 年かかるといわれていますが、
2030 年くらいには完成する予定だそうです。建築技術が進歩しているからだそうです。日本の技術者も結構行っ
ているそうです。いろいろな協力をしているそうです。

中に入ると、柱がすごく計算されてできていると現地の人が説明していました。ステンド
グラスをたくさん使って外の光をうまく使っています。スペインの市場はとても活気があり
いろいろなものが売っていました。外にはまたバンドがいました。男性 4 人でトロンボーン
にトランペット、ギターにベース、楽しい、ご機嫌な演奏
をしていました。ＣＤ1 枚、5 ユーロと書いてあったので
私も 5 ユーロ入れて 1 枚もらってきました。
その後、バルセロナをでてフランスのマルセイユへ古
い港で、ヨットがたくさんありました。一番高いところに
ノートルダム寺院がありました。「ノートルダム寺院」は
パリが有名ですが、「ノートルダム」は固有名詞ではな
く一般名詞だそうです。
そこへ行きました。可愛い汽車の形をしたバスです。
ゆっくりと走るシャトルバス、30 分で山の上まで行く、みんなで乗っていきました。
ノートルダム寺院から見たマルセイユの町です。すごくきれいでした。小さな島がたくさん
見えました。景色は最高です。
マルセイユからはバスでミラノに戻りました。ゴシックの聖堂です。エマニュエル通りには
世界で一流のブランドのお店がたくさんありました。
ハープを引いている女の子、小さいハープです。草加はこの文化会館で 30 年も前
から国際ハープフェスティバルをやっているのでうれしくなってここにもお金を入れて
きました。以上で「地中海クルーズ」の体験談は終了させていただきます。
ありがございました。

≪確定申告について≫
消費税の税率が皆さんご存知のように 10 月から 10 パーセントになります。10 月 1 日を境に変わるのですが、
「経過措置」というものがあります。契約、前にしている契約、建物など、それが 2019 年 3 月 31 日までに契約が済
んでいるものは 8 パーセントのままで 10 月以降もいきますと言う事！
また、建物だけでなく、賃貸者契約もそうなっています。建物を貸している人も借りている人もいると思いますが、
契約をいつ結んでいるか、いつ更新したかによって、税率が変わってくるので、非常にややこしい部分もあるので、
この資料を見ていただいて判断していただければと思います。
１）3 月 31 までのリース契約をしました。3 月 31 日に賃貸契約をして、開始したのは 4 月、5 月にして 10 月をまたい
でも８％のままでいいでしょう
２）４月１日以降の賃貸借リース取引については、１０月１日までは８％で１日以降は 10％に上げなくてはいけない、
タイミングによって変わる。
３）前に契約していて、自動更新すると言う事ありますよね！3 月 31 日までに自動更新しました。その場合はその契
約が切れるまでは８％でよいです。１０月１日以降自動更新する場合は１０％になります。
４）４月１日以降の自動更新は、１０月１日までは８％でよいけど、１０月１日以降は 10％にしなくてはいけない。
4 月 1 日と 10 月 1 日のタイミングによっては税率が変わってくるので、色々仕事で気を付けたほうが良いと思いま
す。上がらないかなとの話もありましたが、ここまでくると上がるでしょう！本格的に取り組まないといけないですね！
飲食業では、レストランで食べるのは 10％、持ち帰りは８％です。どう判断するのか？今言われているのは、購入
時に持ち帰ると買った後に、そこで食べてしまう。売った時にお客さんが持ち帰ると言って、あとで食べられてもそれ
はしょうがない、お店の責任ではないというようになりそうです。ありがとうございました。

みなさんこんばんは、こんしゅうは、がっこうのテストがあります。
きのうと、きょうべんきょうしました。えいごはかんたんですね！
かんじがよめません、でもだいじょうぶだった！きょうは、そうごうえいごが
ありました。あしたは、いぶんかもあります。
にほんごのてすとが、まいしゅうありました。それはむずかしいですね！
かんじがよめません。にほんごがっこうも、いま、かんじべんきょうしています。
ほんとうに、むずかしい。ようびのかんじは、ぜんぶわかる。いっぱいある。
きんようびに、「きょうととひろしま」にいきます。それはたのしいとおもいます。
ロータリーのなかまがみんないきます。それで、あしたは、てすとのさいごのひ
だから、てすとのあとに、ピザをたべにいきます。３がつのおわりに３ねんせい
です。オーストリアではいま３ねんせいです。おーすとりあのこうこうは、５ねん、
しょうがっこうとちゅうがっこうは４ねん、ちょっと違う！だからエックスチェンジが
おわって、まだ２ねんあります。ありがとうございます。

１）健康状態：
3 日間発熱 脛、肩打撲（スノーボードによる） いずれも問題なし。
２）通学・勉学状況：
変わりなく通学している。最近はドイツ語検定の合格に向けて勉強している。学校の授業は理解できないので、
授業中も検定に向けての勉強をすることが多い。一学期が終わったので成績表が配布された。音楽のみ成績
がついた。登校日数が１００日をきったのでもう少し頑張りたい。イタリア語授業がとても興味深いため、毎回楽
しみにしている。次回からはテストにも参加できるように努力したい。
３）家庭生活に関して：
第二ホストファミリーとの生活にも慣れた。家事にも積極的に関わるようにしている。ホストブラザーの９歳の双
子は正直大変だ。部屋を荒らされたり、早朝起こされたり、月報を消されてしまったこともある。ホストママには相
談しづらいのであと２か月ほど耐える。夜はホストママとパパとリビングでテレビを見るのが決まりだが、自分は
２２時には自室に戻っていた。しかしカウンセラーを通して夜に、自室にこもり気味と指摘されてしまった。色々感
じたことはあったが今は２４時頃までリビングに滞在していて就寝は１時ごろなのでいつも眠い。
４）見学・旅行・ロータリーの行事参加など：
今月はロータリー行事は特になかったが４日間スノーボードに友人といった。リフトの形が日本と違って面白かっ
た。最終日はバックカントリーに挑戦したが木に激突した。来月のスキーウィーク（スノーボード）が楽しみだ。２
月３月はファッシング（カーニバル）時期なのでたくさんのパレードとパーティーなどに参加した。とても賑やかで
面白かった
５）その他全般：
私事ではあるが髪を 25 センチほど切って
寄付した。美容室は日本と少し違ってとても
良い経験になった。
今月も帰り便の予約と月報の作成を忘れてしまい、
母に怒られた。やることが多いため時間の流れが
とても速い。入港から 200 日が過ぎ、この派遣生活
も折り返し地点に入った。限られた時間を有意義に
過ごしたい。
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512,000 円
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会員卓話

レセプション
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IM に振替（3/16 開催）

四季亭

3/26

お花見例会

勇一会長 皆さん 3/16 第９グループ IM へのご参加、何卒よろしくお願いします。
長谷部さん、地中海クルーズのお話、楽しみにしています。うらやましいかぎりです。
二階堂祐司幹事 長谷部会員、本日の卓話楽しみです。
会田小弥太会員 長谷部様、卓話宜しくお願いいたします。
牛山 信康会員 本日、昼間地区ロータリー財団補助金管理セミナーに行って勉強してきました。次年度奉仕
プロジェクトに多いに邁進しましょう。ご夫妻の仲の良い長谷部さんの卓話に期待します。
川井 大輔会員 長谷部会員卓話ありがとうございます。
瀬戸健一郎会員 長谷部さんの旅行記楽しみに来ました。
鈴木 秀世会員 いつもお世話になっています。本日長谷部さん卓話宜しくお願い致します。
田川 富一会員 長谷部会員ご夫妻「地中海クルーズ」の卓話楽しみに出席しました。
富永
悟会員 長谷部さんの卓話楽しみにしています。
長谷部健一会員 本日は卓話の機会をいただきありがとうござました。2.23/24 の草加ミュージックフェスティ
バルはお陰様で無事に終了することができました。
来栖 勝幸会員 長谷部さん卓話ありがとうございます。

