
  

 
        

 

    
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2845 回）        
 
令和５年２月 3日（金）           
司 会  鈴木 聡 SAA  

開 会 点 鐘  中勝篤司会長              

Ｒ Ｃ ソ ン グ  「君が代・奉仕の理想」       
四つのテスト  山地 清会員     
会 長 挨 拶  中勝篤司会長    
本日のゲスト  北陸財務局 富山財務事務所 
         所長 長谷川 正浩 様 
ビジター紹介  碓井 順親睦委員 
         伊藤幸一様(富山西 RC)                                    
幹  事 報  告    山本 肇幹事        
委 員 会 報 告                                 

ニコボックス紹介  廣瀬貴志親睦委員                  

出 席 報 告  岩本公一出席委員長 

お誕生日のお祝い  2/5 吉田繁之会員 

         2/7 廣瀬貴志会員 

結婚記念日のお祝い  2/4 升田義次会員 

卓   話    北陸財務局 富山財務事務所 
         所長 長谷川 正浩 様 
         演題「日本の財政について」                               

            

                                                                                                                                                                 

 

 

閉 会 点 鐘  中勝篤司会長         

   

 例会日：毎週金曜日 12 時 30 分～13 時 30 分 例会場：富山電気ビル 4 階「光の間」事務所：富山市桜橋り 3-1  

  富山電気ビル 2 階 228 号室 TEL(076)441-2351 FAX(076)441-2354 E-mail：rotary@toyama373.org 

  携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/   事務局執務時間 9：30～16：30 

当 日   2/3 35（4）52 67.30％ 

例会修正 1/20 32（2）51 66.66％ 

＊ロータリー・レートのお知らせ＊ 
国際ロータリー為替レート 1月１ドル 130円 
 
          

 

第２２９６回例会 Toyama South Rotary Club Weekly           H22．10．15  №
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第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  
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Toyama South Rotary Club Weekly       Ｒ５.2.10   ＮＯ．27 
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第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  № 

２０２２-２０２３年

度 

＊次回の予定＊(２月 17 日(金)) 
 場所 富山電気ビル４階「光の間」 

 卓話 紙ぷらす株式会社(旧株式会社若林商店) 

    代表取締役専務 赤瀬弘行会員 

 演題「引き寄せの法則と 

  富山南ロータリークラブ」 

    

 

＊本日の予定＊（２月 10 日(金))  
 場所 富山電気ビル４階「光の間」 

 卓話 KUROBE アクアフェアリーズ 

    ゼネラルマネージャー 飯田耕一様 

   演題「KUROBE アクアフェアリーズの 

    歴史と未来」 

 

  演題 「日本の財政について」 

  

 

 

  

 

   

 

総員５６名 免除会員６名 （ ）はメークアップ人数 

 

２月は平和構築と紛争解決月間 

2 月のお食事メニュー 

10 日(金) 付出 銀鱈柚庵焼き 白菜と豚肉の玉子とじ 

     食事 フルーツ 

17 日(金) 南瓜スープ サラダ  

     鱈と白子のポワレ ノワゼットソース 

     ガトーショコラ 苺 バニラアイスクリーム 

24 日(金) 付出 チキン南蛮 食事 フルーツ 

     

      ニコニコボックス 

☆長谷川様、本日の卓話を 

 宜しくお願い致します。       中勝篤司さん 

☆長谷川様、卓話宜しくお願い致します。 

                  山本 肇さん 

☆俳句のりました。        升田義次さん 

☆結婚記念日を頂きました。      升田義次さん 

☆皆さんもっとニコボックス入れましょう 

      黒川伸一さん 

☆お誕生日のお祝いを頂きました。 山地 清さん 

☆長谷川様本日は宜しくお願い致します。 

      岩本公一さん 

☆お誕生日のお祝いありがとうございます。 

                 廣瀬貴志さん 

 

 

 



 

 

 (2月 3日卓話) 

 

                      

                       北陸財務局 富山財務事務所 

                     所長  長谷川 正浩 様 

         

                    

   演題「日本の財政について」  

  安全保障・外交については、新たなかおっか安全保障戦略を策定したこともあり５年間で 43 兆円  

 の防衛費整備計画を今後実施していく予定です。 

  防衛費の他に、今年は G7 広島サミット、日本 ASEAN 友好協力５０周年等を見据え機動的で力強 

 い新時代リアリズム外交を展開するための予算を確保しております。 

  「こども政策」については、今年の４月に「こども家庭庁」を創設するという事で、こども・子育 

 て支援を重点的に配分しております。当初予算案においては出産育児一時金について、42 万円から 

 50 万円と、過去最高の引き上げ幅となりました。妊娠から出産子育てまでの一貫した伴走型相談支援 

 と妊娠届・出生届を行った妊婦・子育て家庭に対する経済的支援(計 10 万円相当)を合わせたパッケー 

 ジを継続実施。 

  「地方デジタル田園都市国家構想」については「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の策定を踏 

 まえ交付金として１千億円程度の措置をしている。地方自治体のデジタル実装の加速化やデジタルの 

 活用による観光・農林水産業の振興等の地方創生に資する取り組みなどを支援するものである。 

  「GX(グリーントランスインフォメーション)」については、将来の財源を確保する目的で「GX 経  

 済移行債」の発行により、民間の GX 投資を支援する仕組みを創設。今後国と民間が協調して投資を 

 行っていくこととしており国としては令和５年度予算においてまずエネルギー対策特別会計に関連す  

 る予算として計上した 0.5兆円と令和４年度の補正予算において先行実施した 1.1兆円を合わせた 1.6 

 兆円の支援を開始する予定となっている。２０５０年カーボンニュートラル目標達成に向けた革新的 

 な技術開発やクリーンエネルギー自動車の導入などの支援を開始する。 

  令和５年度の予算については、当初予算としては過去最高の 114 兆 3812 億円となっている「歳出」 

 については、令和４年度の当初予算と比べ、５兆 3571 億円の像である。これは防衛費が大きく影響 

 しており、この部部だけで４兆 7417 億円の増加となっている。 

  「新型コロナ感染症・原油価格物価高騰対策予備費」については、昨年度は５兆円の規模を維持し 

 ていたが、足下コロナも徐々に落ち着きつつあるため、今年当初の予算では１兆円減額して、４兆円 

 となっている。 

  「ウクライナ情勢経済緊急対応予備費」については、今後世界経済の減速が予想される中で、仮に 

 経済危機的な状況が起きた場合への備えとして、令和４年度の第２次補正予算において、新たに計上 

 されたものである。これを令和５年度の予算でも継続するという事で、「ウクライナ情勢経済緊急対応 

 予備費」1 兆円と「新型コロナ感染症・原油価格物価高騰対策予備費」に２つを合わせると 5 兆円規 

 模という事で、ある意味令和４年度当初の緊急対応予備費と変わらない数字となっている。 

  「歳入」については、税収は 69.4 兆円と過去最高を見込んでおります。その他の収入については 

 防衛力強化の為の対応で 4.6 兆円、他に一般財源を合わせると 9.3 兆円という数字になっている。 

 

  

  

 



  

                     

 ２月の例会プログラム 

  １７日(金)  会員卓話 紙ぷらす株式会社 (旧社名 株式会社若林商店) 

     代表表取締役専務 赤瀬弘行 会員 

     演  題 「引き寄せの法則と富山南ロータリークラブ」 

  

  ２４日(金)  ゲスト卓話 富山県護国神社  

     禰宜  栂野高広 様 

   演  題 「護国神社のこと 富山県護国神社のこと」 

 

 ３月の例会プログラム 

  ３日(金)  ゲスト卓話 富山サンダーバーズベースボールチーム 

  ９日(木)  富山第２グループロータリークラブ I.M.(インターシティーミーティング) 

            ※10 日(金)の通常例会はございません。 

 １７日(金)  ゲスト卓話 日本自動車連盟（JAF） 

 ２４日(金)  職場訪問例会 

  

    

     

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

 お知らせ 

  卓話の詳しい内容がお知りになりたい方は、富山財務事務所のホームページをご覧下さい。 

   

  例会を欠席される方は、例会日前日の午前中までに欠席届をお願い致します。 

 

  ロータリー手帳をお申し込みの方は、事務局までご連絡をお願い致します。 

 

  2022-23 年度地区大会 2021-2022 年度 I.M.の DVD があります。ご覧になりたい方は 

  貸し出しを致します。事務局までご連絡をお願い致します。 

   

  サインメークアップ情報 

  １３日(月)  ANA クラウンプラザホテル富山  15：30～19：30  

 

 

 

富山第２グループＩＭのお知らせ 

・日時  令和５年３月９日(木)  開会点鐘 12：30  閉会点鐘 14：00 

・場所  オークスカナルパークホテル富山 

・講師  講 師 富山福祉短期大学准教授 小川 耕平 氏  

          （北京冬季パラリンピック金メダリスト 川除 大輝 選手の恩師）  

・演題  「 スポーツがもたらすもの 」 

 

  ※申し込みは、２月１５日(水)締切りです。お返事がまだの方は宜しくお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

有限会社アイシステム 
代表取締役会長 杉本秀作 

(電気通信業) 

 富山市布瀬本町 4-12 

     TEL 420-3111 

     FAX 420-3112 

 

 

  

 

あおぞら不動産有限会社 
代表取締役 津島久和 

(不動産管理) 

 富山市上袋 603 

     TEL 494-8488 

     FAX 494-8433 
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