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第 1118 回例会報告                          10 月 26 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  11月    2日（水） 次週予告  11月   9日（水） 

◎ソング 「君が代」「われらの生業」 

           田辺 朱希美 会員  

◎プログラム 

           ロータリー財団委員会プログラム 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム 卓話 

山本 章太郎 会長           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

世界各国は GDPで格付けされています。WHO（世

界保健機関）FAO（国連食糧農業機関）、世界銀行

といった国際機関への拠出金も基本的には GDP規

模に対応しています。統計には統治手段と観察手

段の両面があり、GDP統計にも統治手段としての

側面があります。 

各国の GDP統計と日本の各地域の GDPに当たる

県内総生産や市町村内総生産のデータを使って、

日本の各地域の経済規模が世界のどんな国の経済

規模に匹敵しているかを調べた結果があります。 

国内の経済規模第 1位は東京都で、県内総生産

は 93兆円、都道府県計 509兆円の 18.3％を占め

ています。この額はインドネシア一国の経済規模

に匹敵します。 

第 2位は大阪府の 37兆円で東京都の約 4割と大

きく下回っていますが、国レベルでは南米コロン

ビアの経済規模に匹敵します。第 3位は愛知県の

35兆円で、BRICSの一角を占める南アフリカの経

済規模と同等です。 

第 4位は神奈川県（マレーシアと同等）、第 5位

は埼玉県（アルジェリアと同等）、第 6位は千葉県

（ペルーと同等）、第 7位は兵庫県（カタールと同

等）です。第 7位までの経済規模の累積は全国の

50.3％で、ほぼ 3大都市圏に当たるこれら 7都府

県が日本経済の半分以上を占めていることになり

ます。 

都道府県の中で最も経済規模が小さいのは鳥取

県の 1.8兆円で、東南アジアの産油国ブルネイの

GDPとほぼ同等です。 

 

次に、都道府県レベルから市町村レベルで日本

の経済規模を概観してみます。 

栃木県の経済規模は都道府県内 16位の 8.2兆円

で、エクアドルと同等でしたが、栃木県の中で最

も経済規模が大きい市町村は県庁所在地の宇都宮

市で、市内総生産額は 2.7兆円もあり、アフリカ

南部のザンビアの GDPとほぼ同じです。栃木県の

中でも宇都宮市は県並みの経済規模を有している

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-87-1151 FAX  0797-87-1151 

●会 長 山本 章太郎  ●幹事 芝池 巌  ●会報委員長 前田 正明 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 

WEEKLY BULLETIN   

会長の時間 



 

2 

ことが分かります。 

経済規模県内第 2位の栃木市は 7000億円で、こ

れは中央アジアのキルギスに匹敵します。3位の

小山市は西アフリカのモーリタニア、4位の那須

塩原市は西アフリカのシエラレオネ、5位の足利

市はアフリカ南部のスワジランドとほぼ同等の経

済規模になります。 

日本にも馴染み深い国が日本の都道府県レベル

の経済規模を持ち、また、日本より人口規模は大

きいインドネシア、バングラデシュなどが、経済

規模的には東京都、静岡県と同等で、日本地図の

中にすっぽり収まってしまう姿に日本経済のスケ

ールの大きさがうかがわれます。 

 

本日の本は「『貧乏』のすすめ」 ひろさちや著 

角川 oneテーマ２１新書です。 

欲望を植え付けられ幸福感が満たされなくなっ

た現代人。なぜ私たちはこうなってしまったのか。

「貧しい者こそむしろ幸福」という、その理由を

宗教と経済の観点から分かりやすく解説していま

す。 

今の日本と今の他国、昔の日本と昔の他国。昔

の日本と今の日本を比較して、物事の考え方を述

べています。 

こんなことは今更言われなくても当たり前のこ

とですが、お金だけを持っていてもどうにもなり

ません。何とか充実した人生を送ろうと努力する

のが人生なのでしょうね 

 

 

卓 話  

                矢野 浩臣 会員 

 テーマ 「ふるさと納税」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ふるさと納税』とは、新たに税を納めるもの

ではなく、ふるさと（自分が貢献したいと思う都

道府県・市区町村）への寄付のことで、個人が２，

０００円を超える寄付を行ったときに、住民税

（5,000円を超える部分）と所得税（2,000円を超

える部分）から一定の控除を受けることができる

制度です。 

 寄付先の“ふるさと”に定義はなく、出身地以

外でも「お世話になった故郷」や「応援したい故

郷」など、各自が思う“ふるさと”を自由に選ぶ

ことができます。 

つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定

できる、画期的な制度です。 

 

人気の理由として 

 

①好きな自治体に寄付できる。 

②お礼の品がもらえる自治体が多い 

③複数の地域に寄付が可能 

④寄付金に応じて税金が還付または控除される 

⑤寄付金の使い道はあなた次第 

 

ふるさと納税はうれしいお礼の品をもらって、

楽しみながら自治体支援ができる制度です。 

みなさん“ふるさと納税”で、もっと地方を元気

にしましょう！！ 

 

 

 

○栗田 義博 君 

 今、ハロウィンのイルミでかざった花の道を通

ってきました。もう少し華やかにすればいいので

しょうが・・・。 

 華やかと言えば、真っ赤なフェラーリ買いまし

た。ニコニコ。

プログラム 

ニコニコ箱 
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□ソング 

 「それでこそロータリー」       

池田 美江 会員 

□お客様 

なし 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 26  83.87 

前々回 

10/12 
33 2 32 26 3 90.63 

 

□幹事報告 

先日山本会長と一緒に宝塚市教育委員会に訪問

し,１２月３日(土)の音楽フェスタの入場券１００

枚を教育長に寄贈しました。 

教育委員会を通じて宝塚市立中学校の学生たち

に招待する予定です。  

  

** シルバー川柳 第 2弾 ** 

  

○ 年重ね くしゃみするのも 命がけ 

○ カードなし 携帯なし 被害なし 

○ 医者と妻 急にやさしく なる不安 

○ 土地もある 家もあるけど 居場所なし 

○ 我が家にも 政権交代 夢に見る 

○ 自己紹介 趣味と病気を 一つずつ 

○ 妖精と 呼ばれた妻が 妖怪に 

○ 目薬を 差すのになぜか 口を開け 

○ 育毛剤 すりこむたびに 毛が抜ける 

○ 無農薬 こだわりながら 薬漬け 

○ 「アーンして」 昔ラブラブ 今介護 

○ なぜ消える メガネと鍵の ミステリー 

○ まだ生きる つもりで並ぶ 宝くじ 

○ 食べたこと 忘れぬように 持つ楊枝 

○ 厚化粧 笑う亭主は 薄毛症 

○ 脳のしわ 顔に出てると 孫が言う 

  

            竹原善記会員 投稿  

***************************************  

☆☆11月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

7日  池田 美江 会員  

30日 中村 敏治 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

11日  蓮尾 統子 様  

結婚記念日 

5日  矢野 浩臣・美保 様 

23日 中村 敏治・雅子 様 

24日 馬場 常平・和代 様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

週刊報告 

 今週の本 

「『貧乏』のすすめ」 

ひろさちや著 角川 oneテーマ２１新書 

 

 

 

 


