
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事務局〕 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-29 茅ヶ崎商工会議所 3階 TEL：0467-83-6060  FAX：0467-83-9915 

メール：c3rc@io.ocn.ne.jp  〔例会場〕〒253-0073 茅ヶ崎市中島 1341 コルティーレ茅ヶ崎 TEL : 0467-87-0002 

 

 

＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇歌唱  「我等の生業」 「冬景色」    ◇茅ヶ崎吹奏楽５高祭 支援金贈呈 

◇会長挨拶         ◇幹事報告      

◇卓話「燃料単価決定の仕組みについて」 水嶋 聡君 
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＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１４～２０１５年度 

2014 年 12 月 11 日（木） 第２６５４回例会 天候：雨 司会：梅田弘人副幹事 No. 23 

◎ゲスト・ビジター紹介 

中田 稔様 （茅ヶ崎高等学校 教諭） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊２０１７～２０１８年度ガバナーノミニー選出について 

  ３クラブより３名の候補者推薦があり指名委員会が開催

された結果、郵便投票にてガバナーノミニーを選出 

 候補者・・・神田達治（相模原中ＲＣ） 大谷新一郎（相

模原南ＲＣ） 杉岡芳樹（相模原ＲＣ） アルファベット順 

 投票用紙（郵送）提出期日・・・１２/２５（木）１７：００必着 

＊財団寄付、ベネファクター、ロータリーカード等の状況確

認について（依頼） 

＊ＲＩ会長ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンご夫妻をお迎えして「ジャパ

ン･ロータリーデーⅡｉｎ東京」開催の案内（再） 

 ・２０１５年２/４（水）１４：００～ ・ホテル グランパシフィック 

ＬＥ ＤＡＩＢＡ ・会費：１７，０００円 

＊２０１５～１６年度クラブ行事予定 通知の依頼（地区カレ

ンダー作成の為） 

◇茅ヶ崎商工会議所より 平成２７年新春賀詞交換会の案

内 ・２０１５年１/７（水） １１：３０ ・茅ヶ崎 

市コミュニティーホール ・会費：５，０００円 

◇タウンニュース 

◎会報 着  鎌倉中央・寒川・綾瀬 

◎委員会報告 

親睦［岩澤会員］：12/18クリスマス 

家族会の確認 

会員増強［和田会員］：委員会開催の 

確認 
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12月 11日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です 
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◎出席報告 半田朋子会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１２／１１ ２６５４ ４２ ４１ ３０ ４ ７ ８２．９３％  

１１／２７ ２６５２ ４２ ３６＋３ ２６ ３＋５ ５ ７４．３６％ ８７．１８％ 

 
スマイル報告 中山富貴子会員 

澤邑重夫君 中田様ようこそ。水嶋さん、本日は卓話よろ

しくお願いいたします。 

古知屋光洋君 ゲストの中田様ようこそ！水嶋さん、卓話

たのしみです。原油１バレル 60ドルに下落というニュース

が今朝ありました。タイムリーなお話が聞けそうです。 

横山 貢君 茅ヶ崎高等学校中田先生ようこそ。私事です

が、12/7（日）地元茅ヶ崎で行われた神奈川グルメコンテ

ストでは４月の神奈川フードバトルに続き、茅ヶ崎メンチ

が２度目の金賞を頂くことが出来ました。応援をして下さ

った皆様に感謝致します。 

和田幸男君 今日、会員増強委員会です。よろしくお願い

します。茅ヶ崎高校の中田先生ようこそ。水嶋さん、卓話

お疲れ様です。 

加藤 寛君 地区大会実行委員会、よろしく。本日例会後

です。 

田中賢三君 水嶋聡さん、卓話のテーマが面白そうです。

よろしくお願いします。本日、地区大会打合せ及び夜の増

強委員会よろしくお願いします。 

伊藤留治君 水嶋さん、スピーチ期待します。 

富田桂司君 本日も雨にてウォーキング出来ませんでし

た。快っ飛さんにも歩いて行きたかったのですが、残念で

す。11月中は忘年会シーズンにて、１ケ月の減量は 1kg に

とどまりました。そろそろ食事会、委員会の開催が減って

くれると助かります。 

河本啓伸君 中田稔先生ようこそ。12 月 27 日に開催され

る「５高祭」に皆さんお越し下さい。但し、私は歌いませ

んので悪しからず。 

大森久巳男君 茅ヶ崎高等学校中田稔様ようこそいらっし

ゃいました。水嶋様、卓話宜しく。 

出口敬純君 中田さんようこそいらっしゃいました。水嶋

さん、卓話楽しみです。 

吉田恵子君 昨日、茅ヶ崎湘南ロータリーにメーキャップ

に行ってまいりました。それぞれの会の進行もちがい、勉

強になりました。 

杉本剛昭君 中田様、ようこそおいでくださいました。 

西山国男君 水嶋さん、卓話宜しくお願いします。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

半田朋子君 皆様こんにちは。中田様よくいらっしゃいま

した。いよいよ冬ですね。風邪をひかないように気をつけ

ましょう。 

山口利通君 水嶋君、ロータリーの例会時間は５分間が許

容範囲ですから、延長してもいいですよ！ 

中山富貴子君 水嶋さん、卓話楽しみにしております。ノ

ーベル物理学賞、日本のお三方すごいですね。前職は江崎

玲於奈さんと同じ会社でした。今日テレビで久しぶりに拝

見しました。 

［本日 17件、30,000円です］ 

 

卓話「燃料価格決定の仕組みについて」水嶋 聡君 

①燃料単価（軽油）の仕組みについて 

原油価格が変動する中、税金がどのように掛かるのかご存じ

でしょうか。やや難しい計算になりますが、軽油１リットルに

ついては 

となります。 

 石油石炭税は１リットル当り 2.54 円、軽油税は軽油取引税

15 円に暫定税率 17.1 円を加えた 32.1 円となります。ちなみ

に、ガソリンの場合、ガソリン取引税が 28.7 円、暫定税率が

25.1円の計 53.8円となります。 

 石油石炭税は、平成 24 年３月に成立した「租税特別措置法

等の一部を改正する法律案」により、地球温暖化対策のための

特例として、原油・石油製品１キロリットル当り 2,540円（平

成 26年４月より 500円値上げ）を支払うというものです。こ

れは平成28年４月からは2,800円となることになっています。 

 例えばリットル 130円で小売りされている軽油を 50リット

ル買えば、価格は 6,500 円ですが、その内訳は「本体価格

4,405.41円」「軽油取引税 750円」「暫定税率 855円」「石油石

炭税 127 円」「消費税 362.59 円」で、全体に占める税金の比

率は 32.22%となります。 

②燃料単価 11年前と現在 

 gogogs 比較サイト 11 月 27 日発表によりますと、平成 15

年に於ける全国の軽油価格平均は１リットル当り 72.945 円で

したが、現在は 132.9 円と、ほぼ 60 円上がっています。この

まま上がり続けるとどうなるのかと心配になります。 

③原油価格動向とその仕組み 

 原油価格は本部がオートリアのウィーンにある OPEC（石油

輸出国機構。参加国はイラン・イラク・クウェート・サウジア

ラビア・ベネズエラの５か国）、ニューヨークの相場である

WTI、主に北海油田から原油を扱う BRENT というヨーロッ

パ市場、そしてアジアに影響を持つとされるドバイ原油（実際

にドバイで原油が掘り出されているわけではありませんが）に

よって決定されているのが現状です。 

 今年６月～７月の情勢では、原油価格は高騰するという見込

みでした。これは、イラク情勢の不安定さから、イラク産原油

の生産・備蓄地域が破壊される可能性あり、との見方があった

ためでした。 

 実際にはアメリカでシェールオイルが量産され、原油に余剰

が出ているため、中東産原油は値下げされていますが、日本で 

はその通りにはなりません。日本国 

内の価格はエネオス（JX）がほぼ独 

占状態であるため、彼らの購入原価 

と備蓄量により単価を決めていると 

いうのが現状です。精錬所の維持な 

どにコストが掛かるため、なかなか 

安く出来ないということでしたが、 

経済産業省からの指導もあり、よう 

やく単価が抑えられてきたところで 

す。 

 


