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本日　12月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ブラジル医療奉仕活動を経験して」

認定特定非営利活動法人 NPO BRIDF 理事長 関　　博之 氏

次週　12月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「がん専門相談員からみた患者・家族の現状」

がん相談センター 相談員 川澤　成子 氏

第2512回　例会報告／令和３年11月24日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週はゴルフのホタル会、
それから聞きっぱなし英
会話の30周年と楽しい行
事が続いています。さら
に、本日は今月入会され

た森本会員と、随分以前に入会された山下会
員の歓迎会があります。山下会員には、コロ
ナのために大変遅くなり、本当に申し訳あり
ませんでした。
　さて、久々の女性会員の入会ですが、地区
戦略計画の会員基盤の多様化の中でも、とり
わけ当地区の女性会員の比率の低さが目立っ
ていると言われています。現在、世界のロー
タリーにおける女性会員の割合は23.77％、
日本は7.04％と日本の特異性が際立っていま
す。特に当地区は日本の中でも２番目に低い
4.58％。地区内で女性会員20％以上のクラブ
は５クラブ、10％以上で16クラブ。そして、
女性会員０のクラブは2020年11月末現在29ク
ラブあるそうです。ちなみに、当クラブは森
本さんが入会されて女性会員８名、ほぼ15％
となりました。
　1989年の規定審議会で、「ロータリークラ
ブの会員は男性に限るとするＲＩ定款の要件
を削除する」という決定がなされ、是非はと
もかく、日本及び当地区が世界の流れから隔

絶していることは、歴然とした事実であると
言われています。
　これはロータリークラブに限ったことでは
なく、日本の就業者に占める女性の割合は
45％程度と欧米諸国と大きな違いはありませ
ん。しかし、女性の管理職比率となると、欧
米諸国では35～40％で推移しているのに対し、
日本は10％台とかなり低くなっています。欧
米では女性の管理職比率と企業業績に関する
調査研究が進められ、女性の参画が進んでい
る国ほど競争力があり、所得も上昇傾向にあ
るとされています。まだまだ日本では、男性
のみならず、女性でも性別役割分担意識が強
く、女性管理職が劇的に増えるとは思われな
いので女性会員を増やすのは大変ですが、多
分、典（てん）ちゃんの会社は業績も大いに
伸びていることと思います。
　本日は、市川会員の卓話です。楽しみにし
ています。
◇親睦委員会より
•今夜18時30分よりマンダリンコートにて、
山下会員、森本会員の歓迎会を行います。
出席をお願いします。
•12月22日㈬、18時30分より当ホテルで忘年
夜間例会を行います。出席をお願いします。
◇会　長　報　告
•米山奨学会事務局から、ネパール学友会会
長のハリバ・ハトゥールさんが亡くなられ
たという連絡がありました。ハリバ・ハト
　ゥールさんは以前、早瀬会員がカウンセ
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いる給付付き税額控除制度です。これは、低
所得者に対して所得税の申告をさせ、最低限
の生活の消費税相当の税額控除よりも下回る
所得税なら税額を給付するもので、マイナン
バーを活用して、所得や資産の把握が必要で
すが、限定的ベーシックインカムとして、消
費税の逆進性（収入が高い人ほど消費税率の
負担が下がるという現象）対策に優れている
のではないかと思います。日本の消費税は、
単一税率給付税額控除制度を選択せずに、ヨ
ーロッパを真似て軽減税率（特定の物を買う
場合のみ税率を軽くする制度）と標準税率の
複数税率制、そして今回のインボイス制度の
道へと進んでいます。
　インボイスとは適格請求書のことで、売り
手が買い手に対して正確な適用税率や消費税
額等を伝えるための手段であり、登録番号の
ほか一定の事項が記載された請求書や納品書、
その他、これらに類するものを言います。適
格請求書を交付できるのは、税務署長の登録
を受けた適格請求書発行事業者に限られ、保
存方式の導入は令和５年10月1日からで、こ
れに間に合わすためには、令和５年３月31日
までに登録申請手続きを行う必要があります。
また、登録申請をすると免税事業者でも、消
費税を払うことになりますが、客が一般消費
者である場合は、免税事業者は登録申請しな
い方が有利ではないかと思います。
　適格請求書の記載事項は、現行の区分記載
請求書に登録番号、適用税率、税率ごとに区
分した消費税額等が追加されます。不特定多
数の物の販売を行う小売り業や飲食店、タク
シー業については、適格簡易請求書を交付で
きます。また、適格請求書を交付することが
困難な取り引き、例えば自動販売機などによ
る資産の譲渡等は、適格請求書の交付が免除
されます。　
　電子取り引きについては、紙ではなくデー
タでの保存が求められます。これから、デジ
タル化の流れであったり、インボイスを付け

ないといけない等々で、実務は大変になると
思います。税理士会は複数税率制は反対で、
インボイスもデジタルインボイスができるよ
うになるまで、時期尚早であると税制改正で
要望していますし、軽減税率やインボイス方
式は逆進性対策が弱いとの批判があります。
もともと消費税はヨーロッパのＥＵ圏の域内
統合のために発展してきたもので、国境税調
整機能があり、ヨーロッパ域内市場を守るた
めにあります。
　日本は、アメリカの税制を模範としてシャ
ウプ勧告から始まり、直接税中心の国でした
が、近年では間接税である消費税の占める割
合が大きくなっています。直接税とは法人税
や所得税のことで、累進税率（課税の対象に
なる金額が大きくなるほど高くなる税率）や
所得控除を用いることで人々の担税力（税を
負担できる力）に応じた課税をなすことがで
き、所得の再分配機能があります。
　今、岸田政権で「分配」という言葉が注目
されていますが、所得課税こそが注目される
べきではないかと思います。しかし、GAFA
（ガーファ・Google Apple Facebook Amazon）
といった巨大企業が、国境を超えて税の安い
国へ課税逃れをして、資本誘致のためにタッ
クスヘイブンといった租税回避地・低課税地
域で、有害な税の競争という税金の割引合戦
を各国がなすようになり、税源が侵食される
ようになりました。これによって、国境を越
えることができない庶民から税を取る消費税
へシフトされてきていて、これでは持続性が
ないと思います。
　税やコロナといった疫病は、もはや一国だ
けの問題ではありません。人々が足並みを揃
えて、意識を持って課題に取り組む時代に
なっています。ロータリーの奉仕や超我の精
神や親睦の精神というのも、国際社会にある
課題を乗り越えるための寄り添うべき指標だ
と言えると思います。　

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

　今回、自分がコロナに罹患するという、何
とも不名誉なことになりました。幸い、回復
しましたが、コロナに罹るとどのようなこと
になるか、少しお話します。
　８月下旬、どこで罹ったかよく分かりませ
んが、仕事をしていたら、とにかくだるい。
家に帰って寝ていると38度の熱が出て、これ
はまた扁桃腺が腫れたかなと思いましたが、
もしやと思って細木病院で抗原検査を受ける
と陽性。自宅療養が始まりましたが、薬はカ
ロナールという解熱剤のみで、自分の免疫で
治す、とにかく寝るのみです。熱は最高で39
度４分、あとは倦怠感。外に出られないので、
食べ物は出前を取るなどしていましたが、保
健所に希望をいうと食べ物が配布されるよう
になりました。
　味覚はなくなり、砂を噛むような感じで匂
いも分からない。容態が急変するかもしれま
せんので、酸素の飽和度を測るパルスオキシ
メーターが必要で、保健所が貸してくれまし
た。保健所からは毎日電話がかかってきて、
生存確認と熱、酸素飽和度の報告。
　そのうち、熱が下がって喜んでいると、ま
た上がって、また下がってを繰り返して10日
間が過ぎて、ようやく保健所から外に出てよ
いというお墨付きを得ました。それで治った
かというと、今度はコロナ後遺症との戦いで
す。倦怠感とブレインフォグと呼ばれる脳の
霧に悩まされることになります。少し動くと
疲れる、言葉が出にくくなったり、まるで徹
夜明けのように頭の中が白くなります。幸い、

味覚は戻ってきました。コロナ後遺症に対し
て決定的な薬はなく、東京のコロナ後遺症専
門外来のホームページを見て、鼻うがいをし
たり、アミノ酸の入った飲み物を飲むと倦怠
感やブレインフォグは一時的になくなるので、
それを飲んでしのいでいます。高知に後遺症
外来がないと保健所に訴えたところ、晴れて、
今度高知大学医学部に後遺症外来が設置され
るようになりました。
　私は高知市の行政改革推進委員ですので、
自分の経験を生かして高知市において「スト
ップコロナ差別」がホームページや会報に載
るようになりました。濃厚接触者については、
１メートル範囲、手の届く範囲で感染予防策
なしで患者と15分以上接触があった者等の定
義がありますし、自宅療養は入院と同じこと
なので、入院保険給付の対象となります。
　ということで、コロナに罹患するとひどい
目に遭い、治ってもコロナ後遺症に苦しめら
れる可能性があります。企業は濃厚接触者は
休業させなければならないし、低所得者につ
いては、仕事の機会を奪われる可能性があり
ます。企業は、濃厚接触者の休業のために売
上が下がったら雇用調整助成金を考えること
になります。低所得者対策については、ベー
シックインカムという最低生活を保障すると
いう制度があります。昨年、一律10万円の特
別定額給付金が支給されましたが、高額所得
者も10万円もらえて不公平だという意見や、
財源が足りないのではないかと心配されます。
　制度として良いのは、カナダで採用されて

ラーをされた方です。
◇幹　事　報　告
•例会終了後、役員会を行います。
•来週は、五大奉仕中間発表を行います。委

員長はよろしくお願いします。また、例会
終了後、年次総会を行います。
•白板に、同好会の名前と代表者を掲示して
いますので、希望者は記入してください。

•中平真理子　先日のホタル会コンペでハン
ディ優勝したようで申し訳ありません。島
村、岡本両会員と別役元会員に引っ張ってい
ただき、楽しいゴルフでした。また、聞きっ
ぱなし英会話30周年祝賀会では、久しぶりに
安藝さんにもお会いして、懐かしかったです。
ノブさん、典ちゃん、お世話になりました。
•西内俊介　もっじさん、今日の会員スピー
チありがとうございました。早く飲み会に行
けるよう体調管理、気をつけてください。
•猿田隆夫　東ＲＣ英会話同好会30周年の会
が無事終わりました。幹事の田中ノブちゃん、
てんちゃん、お世話になりました。
•浦田健治　ホタル会ゴルフコンペで私の放
ったテンプラショットがあろうことか石川さ
ん、吉永さん、市川さんの乗ったゴルフカー
トの屋根に真っ逆さまに直撃し、危うくヒバ
リ殺しならぬ、ピジョン殺しになるところで

した。冗談抜きで、心よりお詫び申し上げま
す。ゴメンネ！
•関　淑公　今春ゴルフを楽しみたいメンバ
ーが集まり、ホタル会が発足して第４回目を
11月21日の日曜日、正蓮寺で行いました。会
長の中平さんが優勝しました。来年はメンバ
ーさんの要望で、年６回予定しております。
•岡﨑勇樹　先日スマートフォンでリモート
会議をしたら、人生初めてのギガ難民になり
ました！　ものすごく使い勝手が悪くなった
ところ、武吉さんにギガ増やしてもらいまし
た。武吉さん、ありがとうございました。皆
さまもギガの使い過ぎにはご注意を！
•永野正将　本日、高知市の中小企業振興条
例策定に向けた専門家会議に参加しました。
高知市との温度差を感じ、改めて中小企業の
意見を集約して会議に提出する話をしてます。
ご意見、ご要望のある方はご一報ください。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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負担できる力）に応じた課税をなすことがで
き、所得の再分配機能があります。
　今、岸田政権で「分配」という言葉が注目
されていますが、所得課税こそが注目される
べきではないかと思います。しかし、GAFA
（ガーファ・Google Apple Facebook Amazon）
といった巨大企業が、国境を超えて税の安い
国へ課税逃れをして、資本誘致のためにタッ
クスヘイブンといった租税回避地・低課税地
域で、有害な税の競争という税金の割引合戦
を各国がなすようになり、税源が侵食される
ようになりました。これによって、国境を越
えることができない庶民から税を取る消費税
へシフトされてきていて、これでは持続性が
ないと思います。
　税やコロナといった疫病は、もはや一国だ
けの問題ではありません。人々が足並みを揃
えて、意識を持って課題に取り組む時代に
なっています。ロータリーの奉仕や超我の精
神や親睦の精神というのも、国際社会にある
課題を乗り越えるための寄り添うべき指標だ
と言えると思います。　

　今回、自分がコロナに罹患するという、何
とも不名誉なことになりました。幸い、回復
しましたが、コロナに罹るとどのようなこと
になるか、少しお話します。
　８月下旬、どこで罹ったかよく分かりませ
んが、仕事をしていたら、とにかくだるい。
家に帰って寝ていると38度の熱が出て、これ
はまた扁桃腺が腫れたかなと思いましたが、
もしやと思って細木病院で抗原検査を受ける
と陽性。自宅療養が始まりましたが、薬はカ
ロナールという解熱剤のみで、自分の免疫で
治す、とにかく寝るのみです。熱は最高で39
度４分、あとは倦怠感。外に出られないので、
食べ物は出前を取るなどしていましたが、保
健所に希望をいうと食べ物が配布されるよう
になりました。
　味覚はなくなり、砂を噛むような感じで匂
いも分からない。容態が急変するかもしれま
せんので、酸素の飽和度を測るパルスオキシ
メーターが必要で、保健所が貸してくれまし
た。保健所からは毎日電話がかかってきて、
生存確認と熱、酸素飽和度の報告。
　そのうち、熱が下がって喜んでいると、ま
た上がって、また下がってを繰り返して10日
間が過ぎて、ようやく保健所から外に出てよ
いというお墨付きを得ました。それで治った
かというと、今度はコロナ後遺症との戦いで
す。倦怠感とブレインフォグと呼ばれる脳の
霧に悩まされることになります。少し動くと
疲れる、言葉が出にくくなったり、まるで徹
夜明けのように頭の中が白くなります。幸い、

味覚は戻ってきました。コロナ後遺症に対し
て決定的な薬はなく、東京のコロナ後遺症専
門外来のホームページを見て、鼻うがいをし
たり、アミノ酸の入った飲み物を飲むと倦怠
感やブレインフォグは一時的になくなるので、
それを飲んでしのいでいます。高知に後遺症
外来がないと保健所に訴えたところ、晴れて、
今度高知大学医学部に後遺症外来が設置され
るようになりました。
　私は高知市の行政改革推進委員ですので、
自分の経験を生かして高知市において「スト
ップコロナ差別」がホームページや会報に載
るようになりました。濃厚接触者については、
１メートル範囲、手の届く範囲で感染予防策
なしで患者と15分以上接触があった者等の定
義がありますし、自宅療養は入院と同じこと
なので、入院保険給付の対象となります。
　ということで、コロナに罹患するとひどい
目に遭い、治ってもコロナ後遺症に苦しめら
れる可能性があります。企業は濃厚接触者は
休業させなければならないし、低所得者につ
いては、仕事の機会を奪われる可能性があり
ます。企業は、濃厚接触者の休業のために売
上が下がったら雇用調整助成金を考えること
になります。低所得者対策については、ベー
シックインカムという最低生活を保障すると
いう制度があります。昨年、一律10万円の特
別定額給付金が支給されましたが、高額所得
者も10万円もらえて不公平だという意見や、
財源が足りないのではないかと心配されます。
　制度として良いのは、カナダで採用されて

ラーをされた方です。
◇幹　事　報　告
•例会終了後、役員会を行います。
•来週は、五大奉仕中間発表を行います。委

員長はよろしくお願いします。また、例会
終了後、年次総会を行います。
•白板に、同好会の名前と代表者を掲示して
いますので、希望者は記入してください。

「インボイスとは」

◇会員スピーチ 市川　哲司 会員

•中平真理子　先日のホタル会コンペでハン
ディ優勝したようで申し訳ありません。島
村、岡本両会員と別役元会員に引っ張ってい
ただき、楽しいゴルフでした。また、聞きっ
ぱなし英会話30周年祝賀会では、久しぶりに
安藝さんにもお会いして、懐かしかったです。
ノブさん、典ちゃん、お世話になりました。
•西内俊介　もっじさん、今日の会員スピー
チありがとうございました。早く飲み会に行
けるよう体調管理、気をつけてください。
•猿田隆夫　東ＲＣ英会話同好会30周年の会
が無事終わりました。幹事の田中ノブちゃん、
てんちゃん、お世話になりました。
•浦田健治　ホタル会ゴルフコンペで私の放
ったテンプラショットがあろうことか石川さ
ん、吉永さん、市川さんの乗ったゴルフカー
トの屋根に真っ逆さまに直撃し、危うくヒバ
リ殺しならぬ、ピジョン殺しになるところで

した。冗談抜きで、心よりお詫び申し上げま
す。ゴメンネ！
•関　淑公　今春ゴルフを楽しみたいメンバ
ーが集まり、ホタル会が発足して第４回目を
11月21日の日曜日、正蓮寺で行いました。会
長の中平さんが優勝しました。来年はメンバ
ーさんの要望で、年６回予定しております。
•岡﨑勇樹　先日スマートフォンでリモート
会議をしたら、人生初めてのギガ難民になり
ました！　ものすごく使い勝手が悪くなった
ところ、武吉さんにギガ増やしてもらいまし
た。武吉さん、ありがとうございました。皆
さまもギガの使い過ぎにはご注意を！
•永野正将　本日、高知市の中小企業振興条
例策定に向けた専門家会議に参加しました。
高知市との温度差を感じ、改めて中小企業の
意見を集約して会議に提出する話をしてます。
ご意見、ご要望のある方はご一報ください。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶
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ところ、武吉さんにギガ増やしてもらいまし
た。武吉さん、ありがとうございました。皆
さまもギガの使い過ぎにはご注意を！
•永野正将　本日、高知市の中小企業振興条
例策定に向けた専門家会議に参加しました。
高知市との温度差を感じ、改めて中小企業の
意見を集約して会議に提出する話をしてます。
ご意見、ご要望のある方はご一報ください。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週はゴルフのホタル会、
それから聞きっぱなし英
会話の30周年と楽しい行
事が続いています。さら
に、本日は今月入会され

た森本会員と、随分以前に入会された山下会
員の歓迎会があります。山下会員には、コロ
ナのために大変遅くなり、本当に申し訳あり
ませんでした。
　さて、久々の女性会員の入会ですが、地区
戦略計画の会員基盤の多様化の中でも、とり
わけ当地区の女性会員の比率の低さが目立っ
ていると言われています。現在、世界のロー
タリーにおける女性会員の割合は23.77％、
日本は7.04％と日本の特異性が際立っていま
す。特に当地区は日本の中でも２番目に低い
4.58％。地区内で女性会員20％以上のクラブ
は５クラブ、10％以上で16クラブ。そして、
女性会員０のクラブは2020年11月末現在29ク
ラブあるそうです。ちなみに、当クラブは森
本さんが入会されて女性会員８名、ほぼ15％
となりました。
　1989年の規定審議会で、「ロータリークラ
ブの会員は男性に限るとするＲＩ定款の要件
を削除する」という決定がなされ、是非はと
もかく、日本及び当地区が世界の流れから隔

絶していることは、歴然とした事実であると
言われています。
　これはロータリークラブに限ったことでは
なく、日本の就業者に占める女性の割合は
45％程度と欧米諸国と大きな違いはありませ
ん。しかし、女性の管理職比率となると、欧
米諸国では35～40％で推移しているのに対し、
日本は10％台とかなり低くなっています。欧
米では女性の管理職比率と企業業績に関する
調査研究が進められ、女性の参画が進んでい
る国ほど競争力があり、所得も上昇傾向にあ
るとされています。まだまだ日本では、男性
のみならず、女性でも性別役割分担意識が強
く、女性管理職が劇的に増えるとは思われな
いので女性会員を増やすのは大変ですが、多
分、典（てん）ちゃんの会社は業績も大いに
伸びていることと思います。
　本日は、市川会員の卓話です。楽しみにし
ています。
◇親睦委員会より
•今夜18時30分よりマンダリンコートにて、
山下会員、森本会員の歓迎会を行います。
出席をお願いします。
•12月22日㈬、18時30分より当ホテルで忘年
夜間例会を行います。出席をお願いします。
◇会　長　報　告
•米山奨学会事務局から、ネパール学友会会
長のハリバ・ハトゥールさんが亡くなられ
たという連絡がありました。ハリバ・ハト
　ゥールさんは以前、早瀬会員がカウンセ

いる給付付き税額控除制度です。これは、低
所得者に対して所得税の申告をさせ、最低限
の生活の消費税相当の税額控除よりも下回る
所得税なら税額を給付するもので、マイナン
バーを活用して、所得や資産の把握が必要で
すが、限定的ベーシックインカムとして、消
費税の逆進性（収入が高い人ほど消費税率の
負担が下がるという現象）対策に優れている
のではないかと思います。日本の消費税は、
単一税率給付税額控除制度を選択せずに、ヨ
ーロッパを真似て軽減税率（特定の物を買う
場合のみ税率を軽くする制度）と標準税率の
複数税率制、そして今回のインボイス制度の
道へと進んでいます。
　インボイスとは適格請求書のことで、売り
手が買い手に対して正確な適用税率や消費税
額等を伝えるための手段であり、登録番号の
ほか一定の事項が記載された請求書や納品書、
その他、これらに類するものを言います。適
格請求書を交付できるのは、税務署長の登録
を受けた適格請求書発行事業者に限られ、保
存方式の導入は令和５年10月1日からで、こ
れに間に合わすためには、令和５年３月31日
までに登録申請手続きを行う必要があります。
また、登録申請をすると免税事業者でも、消
費税を払うことになりますが、客が一般消費
者である場合は、免税事業者は登録申請しな
い方が有利ではないかと思います。
　適格請求書の記載事項は、現行の区分記載
請求書に登録番号、適用税率、税率ごとに区
分した消費税額等が追加されます。不特定多
数の物の販売を行う小売り業や飲食店、タク
シー業については、適格簡易請求書を交付で
きます。また、適格請求書を交付することが
困難な取り引き、例えば自動販売機などによ
る資産の譲渡等は、適格請求書の交付が免除
されます。　
　電子取り引きについては、紙ではなくデー
タでの保存が求められます。これから、デジ
タル化の流れであったり、インボイスを付け

ないといけない等々で、実務は大変になると
思います。税理士会は複数税率制は反対で、
インボイスもデジタルインボイスができるよ
うになるまで、時期尚早であると税制改正で
要望していますし、軽減税率やインボイス方
式は逆進性対策が弱いとの批判があります。
もともと消費税はヨーロッパのＥＵ圏の域内
統合のために発展してきたもので、国境税調
整機能があり、ヨーロッパ域内市場を守るた
めにあります。
　日本は、アメリカの税制を模範としてシャ
ウプ勧告から始まり、直接税中心の国でした
が、近年では間接税である消費税の占める割
合が大きくなっています。直接税とは法人税
や所得税のことで、累進税率（課税の対象に
なる金額が大きくなるほど高くなる税率）や
所得控除を用いることで人々の担税力（税を
負担できる力）に応じた課税をなすことがで
き、所得の再分配機能があります。
　今、岸田政権で「分配」という言葉が注目
されていますが、所得課税こそが注目される
べきではないかと思います。しかし、GAFA
（ガーファ・Google Apple Facebook Amazon）
といった巨大企業が、国境を超えて税の安い
国へ課税逃れをして、資本誘致のためにタッ
クスヘイブンといった租税回避地・低課税地
域で、有害な税の競争という税金の割引合戦
を各国がなすようになり、税源が侵食される
ようになりました。これによって、国境を越
えることができない庶民から税を取る消費税
へシフトされてきていて、これでは持続性が
ないと思います。
　税やコロナといった疫病は、もはや一国だ
けの問題ではありません。人々が足並みを揃
えて、意識を持って課題に取り組む時代に
なっています。ロータリーの奉仕や超我の精
神や親睦の精神というのも、国際社会にある
課題を乗り越えるための寄り添うべき指標だ
と言えると思います。　

　今回、自分がコロナに罹患するという、何
とも不名誉なことになりました。幸い、回復
しましたが、コロナに罹るとどのようなこと
になるか、少しお話します。
　８月下旬、どこで罹ったかよく分かりませ
んが、仕事をしていたら、とにかくだるい。
家に帰って寝ていると38度の熱が出て、これ
はまた扁桃腺が腫れたかなと思いましたが、
もしやと思って細木病院で抗原検査を受ける
と陽性。自宅療養が始まりましたが、薬はカ
ロナールという解熱剤のみで、自分の免疫で
治す、とにかく寝るのみです。熱は最高で39
度４分、あとは倦怠感。外に出られないので、
食べ物は出前を取るなどしていましたが、保
健所に希望をいうと食べ物が配布されるよう
になりました。
　味覚はなくなり、砂を噛むような感じで匂
いも分からない。容態が急変するかもしれま
せんので、酸素の飽和度を測るパルスオキシ
メーターが必要で、保健所が貸してくれまし
た。保健所からは毎日電話がかかってきて、
生存確認と熱、酸素飽和度の報告。
　そのうち、熱が下がって喜んでいると、ま
た上がって、また下がってを繰り返して10日
間が過ぎて、ようやく保健所から外に出てよ
いというお墨付きを得ました。それで治った
かというと、今度はコロナ後遺症との戦いで
す。倦怠感とブレインフォグと呼ばれる脳の
霧に悩まされることになります。少し動くと
疲れる、言葉が出にくくなったり、まるで徹
夜明けのように頭の中が白くなります。幸い、

味覚は戻ってきました。コロナ後遺症に対し
て決定的な薬はなく、東京のコロナ後遺症専
門外来のホームページを見て、鼻うがいをし
たり、アミノ酸の入った飲み物を飲むと倦怠
感やブレインフォグは一時的になくなるので、
それを飲んでしのいでいます。高知に後遺症
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　制度として良いのは、カナダで採用されて

ラーをされた方です。
◇幹　事　報　告
•例会終了後、役員会を行います。
•来週は、五大奉仕中間発表を行います。委
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が、近年では間接税である消費税の占める割
合が大きくなっています。直接税とは法人税
や所得税のことで、累進税率（課税の対象に
なる金額が大きくなるほど高くなる税率）や
所得控除を用いることで人々の担税力（税を
負担できる力）に応じた課税をなすことがで
き、所得の再分配機能があります。
　今、岸田政権で「分配」という言葉が注目
されていますが、所得課税こそが注目される
べきではないかと思います。しかし、GAFA
（ガーファ・Google Apple Facebook Amazon）
といった巨大企業が、国境を超えて税の安い
国へ課税逃れをして、資本誘致のためにタッ
クスヘイブンといった租税回避地・低課税地
域で、有害な税の競争という税金の割引合戦
を各国がなすようになり、税源が侵食される
ようになりました。これによって、国境を越
えることができない庶民から税を取る消費税
へシフトされてきていて、これでは持続性が
ないと思います。
　税やコロナといった疫病は、もはや一国だ
けの問題ではありません。人々が足並みを揃
えて、意識を持って課題に取り組む時代に
なっています。ロータリーの奉仕や超我の精
神や親睦の精神というのも、国際社会にある
課題を乗り越えるための寄り添うべき指標だ
と言えると思います。　

　今回、自分がコロナに罹患するという、何
とも不名誉なことになりました。幸い、回復
しましたが、コロナに罹るとどのようなこと
になるか、少しお話します。
　８月下旬、どこで罹ったかよく分かりませ
んが、仕事をしていたら、とにかくだるい。
家に帰って寝ていると38度の熱が出て、これ
はまた扁桃腺が腫れたかなと思いましたが、
もしやと思って細木病院で抗原検査を受ける
と陽性。自宅療養が始まりましたが、薬はカ
ロナールという解熱剤のみで、自分の免疫で
治す、とにかく寝るのみです。熱は最高で39
度４分、あとは倦怠感。外に出られないので、
食べ物は出前を取るなどしていましたが、保
健所に希望をいうと食べ物が配布されるよう
になりました。
　味覚はなくなり、砂を噛むような感じで匂
いも分からない。容態が急変するかもしれま
せんので、酸素の飽和度を測るパルスオキシ
メーターが必要で、保健所が貸してくれまし
た。保健所からは毎日電話がかかってきて、
生存確認と熱、酸素飽和度の報告。
　そのうち、熱が下がって喜んでいると、ま
た上がって、また下がってを繰り返して10日
間が過ぎて、ようやく保健所から外に出てよ
いというお墨付きを得ました。それで治った
かというと、今度はコロナ後遺症との戦いで
す。倦怠感とブレインフォグと呼ばれる脳の
霧に悩まされることになります。少し動くと
疲れる、言葉が出にくくなったり、まるで徹
夜明けのように頭の中が白くなります。幸い、

味覚は戻ってきました。コロナ後遺症に対し
て決定的な薬はなく、東京のコロナ後遺症専
門外来のホームページを見て、鼻うがいをし
たり、アミノ酸の入った飲み物を飲むと倦怠
感やブレインフォグは一時的になくなるので、
それを飲んでしのいでいます。高知に後遺症
外来がないと保健所に訴えたところ、晴れて、
今度高知大学医学部に後遺症外来が設置され
るようになりました。
　私は高知市の行政改革推進委員ですので、
自分の経験を生かして高知市において「スト
ップコロナ差別」がホームページや会報に載
るようになりました。濃厚接触者については、
１メートル範囲、手の届く範囲で感染予防策
なしで患者と15分以上接触があった者等の定
義がありますし、自宅療養は入院と同じこと
なので、入院保険給付の対象となります。
　ということで、コロナに罹患するとひどい
目に遭い、治ってもコロナ後遺症に苦しめら
れる可能性があります。企業は濃厚接触者は
休業させなければならないし、低所得者につ
いては、仕事の機会を奪われる可能性があり
ます。企業は、濃厚接触者の休業のために売
上が下がったら雇用調整助成金を考えること
になります。低所得者対策については、ベー
シックインカムという最低生活を保障すると
いう制度があります。昨年、一律10万円の特
別定額給付金が支給されましたが、高額所得
者も10万円もらえて不公平だという意見や、
財源が足りないのではないかと心配されます。
　制度として良いのは、カナダで採用されて

ラーをされた方です。
◇幹　事　報　告
•例会終了後、役員会を行います。
•来週は、五大奉仕中間発表を行います。委

員長はよろしくお願いします。また、例会
終了後、年次総会を行います。
•白板に、同好会の名前と代表者を掲示して
いますので、希望者は記入してください。

•中平真理子　先日のホタル会コンペでハン
ディ優勝したようで申し訳ありません。島
村、岡本両会員と別役元会員に引っ張ってい
ただき、楽しいゴルフでした。また、聞きっ
ぱなし英会話30周年祝賀会では、久しぶりに
安藝さんにもお会いして、懐かしかったです。
ノブさん、典ちゃん、お世話になりました。
•西内俊介　もっじさん、今日の会員スピー
チありがとうございました。早く飲み会に行
けるよう体調管理、気をつけてください。
•猿田隆夫　東ＲＣ英会話同好会30周年の会
が無事終わりました。幹事の田中ノブちゃん、
てんちゃん、お世話になりました。
•浦田健治　ホタル会ゴルフコンペで私の放
ったテンプラショットがあろうことか石川さ
ん、吉永さん、市川さんの乗ったゴルフカー
トの屋根に真っ逆さまに直撃し、危うくヒバ
リ殺しならぬ、ピジョン殺しになるところで

した。冗談抜きで、心よりお詫び申し上げま
す。ゴメンネ！
•関　淑公　今春ゴルフを楽しみたいメンバ
ーが集まり、ホタル会が発足して第４回目を
11月21日の日曜日、正蓮寺で行いました。会
長の中平さんが優勝しました。来年はメンバ
ーさんの要望で、年６回予定しております。
•岡﨑勇樹　先日スマートフォンでリモート
会議をしたら、人生初めてのギガ難民になり
ました！　ものすごく使い勝手が悪くなった
ところ、武吉さんにギガ増やしてもらいまし
た。武吉さん、ありがとうございました。皆
さまもギガの使い過ぎにはご注意を！
•永野正将　本日、高知市の中小企業振興条
例策定に向けた専門家会議に参加しました。
高知市との温度差を感じ、改めて中小企業の
意見を集約して会議に提出する話をしてます。
ご意見、ご要望のある方はご一報ください。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

鳥取市
　２日目は鳥取市を目指して山陰道に入った。途中道の駅が４か所あり立ち寄った。鳥取の
名産は梨・ブドーで特にブドーはシャインマスカット・ピオーネ・藤稔など種類が豊富であ
る。
　鳥取市は去年に続き２回目で今回はまだ訪れてない観音院庭園と鳥取東照宮を訪れた。

観音院庭園
　藩主池田光仲が10年を
かけて築造されたもので
大きな池を囲んで亀島・
鶴島・滝の石組みなど配
置され園内は四季折々の
表情を楽しめる。

鳥取東照宮
　ここも藩主池田光仲に
よって創建され厳かで静
かなところである。東照
宮は家康を祭る神社で池
田は外様であるが家康の
娘を奥方に迎えている。

観水庭こぜにや
　江戸時代の文政年間か
ら180年余り続く老舗旅
館で女将さんは７代目と
お聞きした。鳥取駅から
10分ぐらいで近く２本の
温泉源泉を持っている。
　私どもの部屋は貴賓室
で広くてゆっくり出来る
ところだった。早速温泉
に入ったがそれほど熱く
なく気持ち良いお湯で
あった。そして夜の食事
は丁寧なお造りで家内も
満足した。

　３日目は帰高の途についた。鳥取道から中国道に入るが津山近くで大雨で土砂崩れがあり
県道に入らなければならなくなった。時間がかかったが山陽道倉敷インターに到着しそれか
ら真っ直ぐ瀬戸大橋を渡って高知道を走り途中豊浜インターでコーヒーを飲んでやっと帰宅
できた。５時前だった。

鳥取旅行（その２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

観音院庭園観音院庭園

鳥取東照宮鳥取東照宮



●会長／中平真理子　●幹事／西内俊介　●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
491,650円
19,700円
511,350円

6,567円
230円
6,797円

498,217円
19,930円
518,147円

チビニコ 合　計

11月24日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● 出席率報告 ●

■高知東ＲＣ当面の日程
12月15日㈬　役員会
12月22日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
12月29日㈬　休会（年末年始の休み）

2022年
１月５日㈬　ロータリー休日
１月12日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会（例会前）
１月26日㈬　職場例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　12月16日㈭　クリスマス家族夜間例会
高知北ＲＣ　　12月20日㈪　クリスマス家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　12月21日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月21日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月23日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月23日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月24日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月27日㈪　年末休会
高知ＲＣ　　　12月28日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月28日㈫　年末休会
高知南ＲＣ　　12月30日㈭　年末休会
高知中央ＲＣ　12月30日㈭　年末休会
高知西ＲＣ　　12月31日㈮　ロータリー休日

2022年
高知北ＲＣ　　１月３日㈪　年始休会
高知中央ＲＣ　１月６日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月11日㈫　休会
高知南ＲＣ　　１月13日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月13日㈭　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月18日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月20日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　１月21日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月24日㈪　新年家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　１月25日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　１月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月28日㈮　ロータリー休日

11月24日
11月10日

総数
－6 54
－3 54

出席
37
43

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

68.51％
79.63％

出席率
95.83％
100％

9
8
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