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地域に根差した奉仕活動に全員で取り組もう
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本田

誠

■国歌 ロータリーソング「我らの生業」
ソングリーダー 渡邉良勝会員
■今月の歌「赤とんぼ」
■お客様紹介 会長 本田 誠
衆議院議院 長島昭久様です。本日卓話をお願いしまし
た。よろしくお願いします。
■出席報告 出席委員会
報告内容後記

早川忠男委員長

■ニコニコ報告 親睦委員会
ニコニコメッセージ後記

通常例会 於：高幡不動尊客殿

りません。
★詳細は国税庁のホームページで参照。

黒川高徳副委員長

会長

R I 会長 ロン D. バートン

朝倉邦雄委員長

■会長報告 会長 本田 誠
今月は愛宕ロータリークラブのチャーターナイト、日野
市制50周年記念式典、CO2を減らす実行委員会があり、
立て込んでいます。
●One Point職業奉仕
Q.「病気見舞金を入院費の支払いに充てたが、医療費控
除の対象となるか」 医療費控除シリーズ4
A.お見舞金を医療費に充てたとしても、医療費控除とは
関係ありません。お見舞金は病人を元気付けるための儀
礼的なものであり、支払った医療費を補填するための収
入にあたりません。したがって、いただいた見舞金を病院
への支払いに使ったとしても、ご自分の金で支払ったも
のと同じように扱われます。医療費控除額の計算をする
場合には、あなたが支払った医療費を補填する為に受け
取った保険金等の収入を、支払った医療費から差し引き
ます。生命保険契約の特約や傷害保険契約にもとづいて
保険会社等から支払われる入院費、通院費などはその好
例です。医療費控除の制度の趣旨が、多額の医療費支出
があった場合に、その支出額に応じて税金の負担を軽く
しようということですので、実質負担額を計算すること
が必要ですが、通常のお見舞金は医療費控除の計算に
影響を及ぼ すことはありません。※お見舞金の名目で
あっても、例えば会社の互助会等から医療費の補填を目
的として支給される給付金は、支払った医療費から差し
引く必要があります。一つの病気ごとに計算しますので、
一つの病気について保険金等の収入が、その病気の医療
費を上回っても、他の病気の医療費と相殺することはあ

■幹事報告 幹事 小髙俊明
1.11/26（火）地区で、奉仕プロジェェクト情報交換会が
開催されます。
2.11/12（火）例会振替で、11/16（土）競馬場見学会です。
3.11/7〜8支援品を東松島に届けます。旅費はクラブで
宿泊費は個人負担です。多くの会員の参加を募ります。
4.10/11R財団のポリオプラスの講演会が開催されます。
於：ハァイアットリージェンシー
5.10回「子供からの人権メッセージ発表会」実行委員会
より，ポスター掲示の依頼が届いてます。
6.がバナー公式訪問時、復興支援募金の要請がありまし
た。ご協力お願いします。
7.市制施行50周年前夜祭の案内が届いてます。11月2日
於：日野市民の森ふれあいホール
■委員会報告 クラブ広報委員会 藤野益夫委員長
リレー・フォー・ライフジャパン2013日野が13日〜14日
開催されます。開会式13日12時です。奮ってご参加くだ
さい。
■卓話講師紹介 プログラム委員会 安西 清委員長
民主党衆議院議員 長島昭久代議士です。本日はお忙
しい中卓話講師でお見えいただきました。
■卓話「尖閣国有化と我が国の安全保障」長島昭久様
最初に自己紹介で、横浜に生まれ慶応義塾に進
み、高校時代の1979年に国際政治で大きな
出来事がありました。米ソ対立の中、ソ連が
アフガンを侵攻。2月にはイラン革命が、テ
ヘラン米国大使館で人質事件が発生。オイ
ルショックが起き、国内では40日抗争後に大
平首相が選ばれるが翌年一般消費税導入で混乱し解散、
大平さん急逝を受け1980年5月の総選挙で自民圧勝。
政争を繰り返す政界に素朴にこんなことでよいのかと思
い、国際政治をリードできる政治家になりたいと思った。
1986年志をたて米国に留学。2000年に補欠選挙に挑
む。2003年に当選、その後政権交代を果たし政務官副
大臣に就く。野田さんが代表選に出る前から外交安全保
障の勉強会を7回重ねた。野田政権で外交安全保障を担
当。総理大臣補佐官に。日米関係の立て直し、中国との
関係練り直しを、日米と日中の大きな柱が重要と考える
が、中国を中心とした東アジア共同体という米国抜きで

10月「職業奉仕・米山月間」
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の考えに疑問を持ち、アジア・太平洋全体を日米が中心の
「経済、安全保障、資源エネルギー」の安定的秩序作ろ
うと考えた。中国は14の国と国境を接するがいずれも正
常な関係でインドとの協議も進展しています。中国は南
シナ海の無人島を領有、支配を強めています。東シナ海
もガス田を開発、尖閣の領有も宣告しています。この海
底にはイラクが埋蔵するに等しい石油あるといわれま
す。台湾が尖閣の領有を言ったので、中国は台湾は中国
の一部の論理で領有を主張しています。そして頻繁に侵
入を繰り返しています。先に海上保安庁の船に中国漁船
が体当たりする事件もありました。レアアースは100％中
国依存だったが、他国からの輸入が進み今50％ほどに
なっています。日本全体の200海里の海底に多くの資源
が埋蔵されています。南鳥島周辺にはレアアース泥が発
見されています。エネルギーが「がん」といわれました
が、海洋のフル活用で相当まかなうことができ米国から
シェールガスの輸入も近々実現します。これらを野田ドク
トリンとして戦略を作ろうとしていました。経済を柱に
ルールを定めTPPで貿易立国の立場を明らかにしアジア
40億の市場を視野に進めてゆきたいと考えました。そこ
で海の秩序を守るため安全保障が重要になります。海底
の資源・エネルギー開発に日米のポテンシャルを活用で
きればと思います。対中戦略はこれまでパワーを増大し
て対応してきましたが、コストがかかるだけで抑さえられ
ません。ルールを作り質で対応しようと考えました。尖
閣は石原さんが都で購入と言い出したが、国も以前から
地権者と交渉しまとまらず、都が購入を発表すると寄付
があった。しかし購入しても島を守れないので国が責任
を持たなければと国有化をしました。尖閣は1972年国
交回復から中国とは水面下で暗黙の了解がありました。
しかし、昨年7月に新聞報道で問題がこじれてきました。
中国内での暴動も起き日中関係はこじれています。島を
巡り論争もありましたが問題を先送りにはできず、野田
さんは国有化を決断しました。中国も首脳が変わりまし
た。新しい政権に引き継がれ新しい関係ができるかと思
います。これからも対立と世論の37％が考えています
が、実行支配を維持して、衝突回避に向けたメカニズム
を作ってゆきたいものです。水面下での行方も注目され
ます。中国も南西は太平洋へ出るところで重視していま
す。日米同盟を強化して紛争を起こさない方向で外交を
展開せねばと思います。中国経済は内側に向かう環境が
見られますが、我々もそれを感じ取る必要があるのでは
ないでしょうか。

します。先週の火曜日からゴルフレッスンを始めまし
た。腰が痛いです・・・。
渡邉良勝さん
結婚記念日の肉、２日遅れで今日届きま
した。来ないのじゃないかと心配しました。
安西 清さん
妻のたんじょう祝ありがとう。長島さ
ん、今日はよろしく。
星野幸夫さん
長島昭久さま、ようこそいらっしゃい
ました。
黒川高徳さん
今日は寒露ですが、まだ暑いです。長
島昭久先生卓話宜しくお願いします。
藤野益夫さん
長島昭久代議士ようこそいらっしゃいまし
た。今日は卓話楽しみにしております。よろしくお願
いします。今日も暑いですが北から紅葉の便りが届
いています。秋がたしかに忍び寄ってきていますね。
馬場弘融さん
両陛下の行幸啓おかげ様でつつがなくお
受けすることができました。ご協力ありがとうござ
いました。
大塚洋晃さん
ニコニコです。今日は暑いくらいの天
気ですね。
濱田宣郎さん
早朝は金木犀のさわやかな香り。昼は
この陽気（暑さ）。季節はどうなっているのや
ら。とにかく皆さんお元気で。
孫の幼稚園の運動会に行きました。ちっ
生沼通男さん
ちゃい子がわずかの間に統一した行動がとれるよ
うになり驚きです。
平 良信さん
本日の卓話のテーマについては非常に
興味があります。よろしくお願いします。
平吹正義さん
10/6第92回凱旋門賞日本の２頭がい
どみましたが残念な結果になりました。中央競
馬会楽しみにしています。
小島 明さん
妻の誕生祝いを頂きましたので！！
河野和正さん
長島昭久様ようこそ！！おいで下さい
ました。八坂神社の祭礼の時は大変ありがとう
ございます。

■閉会点鐘

出席報告 総数
第1176回 28

東京飛火野ＲＣ会長

本田

誠

ニコニコメッセージ
本田 誠さん
長島昭久衆議院議員の卓話を楽しみ
にしていますので！！
朝倉邦雄
長島昭久代議士、本日の卓話宜しくお願いいた

例会変更のお知らせ
東京八王子西RC
11/15（金）→17〜19親睦旅行
11/22（金）→11/20多摩南I Mに振替
東京八王子北RC
11/18（月）→多摩南グループIMに変更(サインメークアップ受付)
11/21（木）→家庭集会に振替(サインメークアップ受付)

ニコニコBOX

第1174回

28

本日37,000円

累計505,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率38.9％
出席 MU前 MU後 欠席 出席率
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※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし
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