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例会場

〒640-8156 和歌山市七番丁26-1
ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055

例会日

毎週金曜日 12時30分～13時30分

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン

本日のプログラム
２０１８年１１月１６日（金） No.２７４０
第２７９６回 例会
○ ソング「それでこそロータリー」
〇 第２回 Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表

会長報告
本日の会長報告は、先月の
第 ２ 例 会 に 引 き 続 き、『ロ ー タ
リーの目的』についてお話しし
て み よ う と 思 い ま す。前 回 は
『ロータリーの目的』の本文につ
いてお話しをいたしました。この
本文は、観念的な言葉が並ん
でいて、すっーと腑に落ちない
文章になっています。そこでこ
の文章を、『「仕事の基本は、奉
仕の心にある」、つまり「奉仕の心を持って日々仕事をしま
しょう」という考え方を世間に広めること、それがロータリー
の目的です。』という風に読み替えて理解すればいかがで
しょうか、と前回申し上げました。
では「奉仕の心をもって仕事をする」とはどういう事でしょ
うか。仕事の目的、会社・企業の目的は、あくまでも「利潤
の追求」です。ロータリーの考えにおいても、「儲け」を否定
するものではありません。ただ、自分が儲けると同時に、相
手方つまりお客様が満足する、満足していただくことが重
要と考えます。自分の利益と他人の利益を調和させる、こ
れが『ロータリーの奉仕の心』である、と言われています。こ
の調和、バランスを常に求めて仕事をしていくと、『商品と
金銭の交換』にとどまらず、『満足と感謝の交換』が行われ
る。そして、お互いに信頼関係を交換することが出来るよう
になります。商売人・企業家は、その信頼関係を積み重ね
ることによって地域社会における『信用』を築くことができ
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「 BE THE INSPIRATION 」
次週のプログラム

１１月２３日（金）祝日休会
１１月３０日（金）
○ ソング「ロータリーって何だろう」
〇 職業奉仕委員会による社訓・社是アンケート
についての報告
職業奉仕委員会 田中章慈委員長
て、より繁盛することができるわけであります。また違う視点
から見ると、そのような信用のある商売人、企業家が地域社
会に沢山いるということは、その地域社会全体も栄えること
を意味します。このことを追求することが、まさに『ロータリー
の目的』である、ということです。
滋賀県の近江商人の極意である『三方よし』という言葉を
お聞きになったことがあるかと思います。つまり、「売り手よ
し、買い手よし、世間よし」という江戸時代から明治時代に
わたって日本各地で活躍した近江商人が大切にしていた
経営哲学です。近江商人は、自分たちの利益だけを考え
るのではなく、買い手のためになる「商い」をしてきました。
そしてそのような「商い」をすることで、培ってきた信頼、信
用が、やがて彼らに大きな利益をもたらすことになるわけで
す。そこで蓄えた利益を、今度は地域社会において、学校
や橋の建設に無償で使って、地域社会にも大きな貢献をし
た、と言われています。この近江商人の「売り手よし、買い
手よし、世間よし」という『三方よし』。この関係の書物を読ん
で学ぶことが、アメリカ人の考え出したロータリーの『職業奉
仕』の概念を学ぶよりも、我々日本人には、『商売の極意』
を理解できるのかもしれません。
ちなみに伊藤忠商事と丸紅という二つの大手総合商社
の創業者である伊藤忠兵衛氏は、近江商人の一人として
有名な方であり、実は大阪ＲＣのチャーターメンバーであり
ます。
近江商人の経営哲学である「三方よし」と、ロータリーの
「職業奉仕」。比較研究してみるのも面白いのかなと思いま
す。

２０１８年１１月１６日（金）
会員８１名（出席規定適用免除会員１０名）
出席４９名 ホームクラブ出席者６０．４９％
出席総数出席７１名（免除会員含み）確定出席率：８９．８７％
（会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席８名）
（言行はこれに照らしてから）
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Ⅰ 真 実 か どうか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め る か Ⅳ み ん な の た め に な る か ど うか

幹事報告
①和歌山南ロータリークラブ支援
しております長期交換学生の大
瀬ゆゆさんからアメリカの現況報
告が届いております。ニコニコ掲
示板に掲示しておりますので、ご
確認ください。
②第36回和歌山南ロータリー杯
和歌山小学生学年別柔道選手
権 大 会 が 平 成 30 年 11 月 23 日
（金）AM10:00より開催されます。開催場所 和歌山県立武
道館TEL 073-444-6340 です。
③蓼沼恵美子さん宮下直子会員のピアノデュオリサイタル
が2018.11.25（日）に～LuRuHall・スタンウェイ選定記念～
が開催されます。入場14：30 スタート15：00 です。 南Ｒ
Ｃの皆様のお越しを宜しくお願いします。
④11月よりカラオケ同好会の開催場所が変更となっており
ます。店名キャッツアイ TＥＬ 073-432-5999 です。

委員会報告
①ロータリー財団委員会
前嶋ヒロム委員長
１１月はロータリー財団月間と
なっております。ロータリー財団の
合言葉「世界でよいことをしよう」と
特集が組まれています。ロータリー
の友１１月号をゆっくりお読みくださ
い。

②雑誌・広報委員会
井口善隆委員長
ロータリーの友１１月号の案内を
いたします。横ぐみ１８ページから
ロータリーが長年取り組んでいるポ
リオ撲滅運動について、成果と課題
がまとめられています。現在はポリオ常在国は３か国まで
減っています。
縦ぐみ４ページからは児童虐待の実情という記事が
載っています。当クラブが支援する「特定非営利活動法人
子どもセンターるーも」の活動と重なる部分もあると思われ
ますので、ぜひご一読ください。

卓 話

「税務行政の現状
と課題 他」
和歌山税務署
副署長

小林 修 様
「税務行政の現状と課題」ということで、①マンパワーと複
雑困難化する業務、②適正・公平な税務行政の推進、③
税務のICT化、④酒税及び酒類行政と４つの柱が掲げら
れていますが、今日はこのうち①から③の３つの柱につい
てお話します。
（①について）
国税庁の定員と所得税の申告件数について平成元年と
平成29年とを比較しますと、平成元年が54,376人であるの
に対し、平成29年は55,667人と＋1,291人となっています。
ただし、ピークであった平成9年には57,202人でしたので、
ここと比べますと△1,535人となっています。
一方で、所得税の申告件数は平成元年の1,697万件か
ら平成29年には2,169万件と＋472万件となっており、法人
数について平成元年には235万法人であったものが平成
29年には308万法人と＋73万法人となっており、国税当局
の業務量とマンパワーにはギャップが生じてきております。
こうした中、実調率、これは実地調査件数を対象法人数
や税額のある申告を行った納税者の数で割ったものです
が、平成元年と比較しますと、法人が8.5％から3.2％へと、
個人が2.3％から1.1％へとともに低下してきております。
次に滞納残高についてですが、28年度末における滞納
整理中の額は、8,971億円となっており、平成11年度以降
18年連続での減少となっています。
（②について）
国税庁では、悪質な納税者に対しては厳正な調査、そ
の他の納税者に対しては簡易な接触を行うなど、事案に
応じたメリハリをつけていくという接触を行っています。ま
た、こうした取組みのもと、重点的に、
・経済社会の国際化、富裕層への対応
・消費税の不正還付
・無申告の把握
という3つの事項に取り組んでいます。
（③について）
29年6月に、国税庁として「税務行政の将来像」が取りま
とめられました。この将来像は、情報システムの高度化、外
部機関の協力を前提として、現時点で考えられるおおむ
ね10年度のイメージを示したものです。この中では、ICTの
活用等によって税務手続きのデジタル化、税務相談の自
動化や申告・納付のデジタル化を推進し、これらの手続き
をスムーズかつスピーディにすることにより納税者利便の
向上を進めていくこととされています。また、申告内容の自
動チェックなど、課税・微収事務の効率化・高度化を進
め、国際的租税回避への対応といった重点課題へ的確に
取り組むこととされています。
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地区大会のお礼

１１月お誕生祝

和歌山ロータリークラブ
木綿紀文会長・雑賀正雄地区大
会実行委員長・瀨川良浩地区大
会副実行委員長・中谷晃也幹事
が先日行われました2018-2019年
度地区大会協力へのお礼にお越
しになられました。

ニコニコ箱
本人誕生日・・・中村（真）君・坂東君・村上君・山中君
入会記念日・・・村上君

会員 川柳のコーナー

・
朝起きて さあ頑張ろと 予定なし

・
ロト７ 該当なしで ホツとする

・
親友も逝き ブラック ジョークを
口づさむ

コーイチロー

会員の皆さん
川柳・俳句の
投稿お待ちして
ます。
会報委員会

和歌山RC：木綿紀文様・雑賀正雄様
瀨川良浩様・中谷晃也様
・・・地区大会 御礼。
山中君・・・小林副署長の卓話の紹介者になり。
藤林君・・・岩井先生、昨日はごちそうさまでした。
北芝君・・・○IDM御利用頂いて。○毘舎利さんごちそう様。
○アホ川柳のせて頂いて。
岩井君・・・ビシャリさん、北芝さん 深夜のマッコリおいしゅ
うございました。西村さんIDM7班お世話になり
ました。楠部さんに写真を頂いて。
前嶋君・・・ロータリー財団月間です。
会員のみな様よろしくお願いします。
林（芳）君・・・楠部さんに写真を頂いて。
岩井さん ごちそうさまでした！！
橋本忠通君・・・クスベさんに写真をいただいて。
イワイ先生ごちそうさまでした。
大林君・・・楠部さんに写真をいただいて。
大野君・・・楠部さんに写真をいただいて。
水城君・・・IDMちこくおわび。
計￥68,000-
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累計￥1,201，590-

JR和歌山駅前花壇の花植替え
11月11日（日）例年行われているNPO法人花いっ
ぱい推進協議会様と市内９RC会長幹事会のJR和歌
山駅前の花壇の植替えが行われました。
当クラブからは、三木会長、大林社会奉仕理事、
柴田幹事が参加し、広報して庵田雑誌広報委員が
写真を撮影しました。

カラオケ同好会
2018年11月6日 第１１６回例会

ゴルフ同好会

ゴルフ同好会、10月度月例、通算665
回が１１月１１日(日）和歌山カントリー倶
楽部にて開催されました。
優勝は、雑賀宅史会員でした。
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