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 志賀功樹   

2022年１１月 第３週 

  

  ２０２２年１１月１８日（金） No.２８９７ 

 第２９５４回 例会 

 ○ ソング「和歌山南ロータリークラブ讃歌」 

 〇 卓話「南葵からのご縁つくり 

         子どもたちのミニコンサート」 

     南葵音楽文庫 

        代表 

            美山 良夫 様 

 

 

 １１月２５日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 第２回 I.D.M. 発表 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめ るるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2022-2023年度 RI会長 ジェニファー E. ジョーンズ 「 IMAGINE ROTARY 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

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 

ガバナー     森本芳宣 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２２年１１月１１日（金） 

出席報告    会員７４名（出席規定適用免除会員６名） 

          出席５０名  ホームクラブ出席者６７．５７％ 

幹事報告 
会長報告 ・きのくに音楽祭協賛のお礼状

が届いています。 

・今年度奨学生の前田爾那（ま

えだ にな）さんより就職内定の

お礼のお手紙が届いています。 

・和歌山放送チャリティミュー

ジックソンの募金箱を廻します。

ご協力よろしくお願いします。 

「皆の者 いざ出陣！」と織田

信長に扮したキムタクこと木村

拓哉さんが岐阜信長祭りで雄

叫びを挙げていました。 

その同じ日、私たちは今年度

地区大会の席に座っていまし

た。 

一日目は和歌山城ホール、二

日目はホテルグランビでの開催

でした。ご出席下さった皆様、大変お疲れ様でした。来る

2024年には我クラブがホストクラブとして段取りすることに

なりますので、色々なことが勉強になりました。 

また我がクラブはエンドポリオナウ部門と米山記念奨学金

部門で表彰を受けました。ジェニフアージョーンズRI 会長

代理は東京飛火野ロータリークラブの水野均様でロータ

リー愛に溢れた方でなめらかお話下さり、世界大会へ参加

しましょう！とおっしゃっていました。大桑さんぜひ宜しくお

願いします。 

川島親睦活動委員より 

本日のゲスト紹介 
雑賀出席委員長より 

本日の出席報告 

ロータリーソング 

本日のソングは、 

大林SAA・ソング副委員長 

 「それでこそロータリー」 



 

 

２０２２－２０２３年度テーマ：「夢を実現。ロータリーとともに」絶景の宝庫和歌の浦をもう一度味わう 

②青少年奉仕委員会 

野島好史委員長（理事）  

 

2022-23年度和歌山南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

児童養護施設等奨学生選考委員

会及び理事会報告 

 

10月22日（土）15：00より木村屋において2022-23年度の児

童養護施設奨学生面接及び選考委員会を開催いたしまし

た。 

対象は虎伏学園推薦で県立桐蔭高校を卒業し現在特別

措置で虎伏学園に在籍する男子です。 

彼は昨年度の奨学生として一度選ばれたのですが、希望

大学の受験に失敗した為その権利を失いました。今回は

一浪しての再チャレンジとなります。進学希望校は北海道

大学及び京都大学、和歌山大学です。将来は研究者とし

て大学院進学か企業の研究室に就職を考えているのは昨

年と同じですが、具体的な将来の進路については大学入

学してからよく考えたいとの事です。 

高校三年間の成績は問題有りません（特に理数系と英語

が得意）。 

また浪人中は進学塾で学びながら同時に中学生を教えて

貯えを少しでも減らさないように頑張っています。毎日虎伏

学園から塾まで交通費を使わないように自転車で通学して

いるとの事です。 

この環境の中で毎日10時間の勉強時間を確保するのは並

大抵の努力ではできない事だと思います。 

以上成績及び勉学に対する姿勢を考慮し選考委員会は

全員一致で再度この男子を2022－23年の奨学生として認

定し、直近11月４日の理事会に於いて正式に承認された

事をここに報告致します。 

 

委員会報告 

①雑誌・広報委員会 

北芝昌明委員 

ロータリーの友11月
号の紹介をさせて頂

きました。 

長 寿 祝 

坂東利仁会員が今月、傘寿を迎えられますので中村会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

地区大会での表彰 

ロータリー米山記念奨学会より 

8千万円寄付達成クラブへの感謝状 

ロータリー財団より 2021-22年度 

「Every Rotarian,Every Year」クラブのバナー 

100％ロータリー財団寄付クラブのバナー 

「End Polio Now」の感謝状 
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卓 話 

山中 静会員より清末郁二様のご紹介がありました。 

｢適正公平な賦課徴収の実現に向けて  

   ～国際徴収への取組～｣ 

和歌山税務署 副署長 清末 郁二 様 

 

 国税組織にも一般企業と同様に、組織理念や行動規範

というものが存在します。 

 その組織理念等の大元となる国税庁の使命は「納税者

の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」

です。 

 そのための「任務」として 

 ① 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現 

 ② 酒類業の健全な発達 

 ③ 税理士業務の適正な運営の確保 

 の３点を掲げています。 

 これらの使命・任務を果たすため、税務行政は日々進化

を続けており、経済社会の変化に柔軟に対応するととも

に、少しでも納税者の利便性が向上するように努めていま

す。 

 昔は税務署に赴いて、紙での申告が当たり前でしたが、

今や自宅や職場から電子で申告し、納税や各種申請も電

子で行えるよう、ハード面を整えています（ｅ -Taｘ の開発・

機能拡充、スマホの活用）。 

 また、制度面においても、「適正かつ公平な賦課及び徴

収の実現」を目指し、消費税の制度改正（複数税率に対応

した課税仕入の明確化：インボイス制度）など、随時高度化

を進めています。 

 私の出身系統である徴収面においても、海外に所有する

財産を滞納税金に引き当てできるよう、「徴収共助制度」の

拡大や消費税不正還付に対応した「即時徴収」などの適

用も進めているところです。 

 今後も税務署では、国の財政を支える組織として国民の

信頼に応えられるよう、引き続き使命感を胸に挑戦してま

いります。 

 最後になりますが、デジタル社会の構築に向けた取組や

適性公平な賦課徴収の実現に向けた各種取組がまだまだ

浸透していない現状にあります。 

 申告・納税に当たっては是非ｅ -Taｘ やスマホ申告をご

利用いただき、キャッシュレス納税をお願いいたします。 

 このほか、適格請求書（インボイス）発行事業者となるた

めには、令和５年３月末までの届出が必要となりますので、

まだ検討がお済でない方はどうぞお早めにご検討をお願

いいたします。 

 皆様にはいつも税務行政に対するご理解とご協力をいた

だき、大変ありがとうございます。 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・岩橋君・坂東利仁君 

事業所創立・・・坂東利仁君・前窪君 

 

吉村君・・・11月14日世界糖尿病デー。 

坂東利仁君・・・長寿祝い。 

上西君・・・大林さんありがとうございました。 

林（芳）君・・・大林さんにお世話になって。 

 

 

      計 ￥49,000 -   累計￥841,600 - 

本
日
の
お
食
事 

本日は１００万＄の食事となっております、例会費負担を 

軽減した分は米山、Ｒ財団への寄付金にまわしております。

皆様のご協力に感謝申し上げます 
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親睦活動委員会メンバー 

１１月 お誕生祝  カラオケ同好会 

  2022・11・1 

 第162回例会 

☆次回開催日 12月6日（火） 

クリスマス家族例会のご案内 

日 時 2022年12月25日（日）18:00～ 

場 所 ダイワロイネットホテル和歌山 

    和歌山市七番丁26－1 ＴＥＬ435－0055 
参加費 

     会  員           無料 

   ご家族（大人・中学生以上）    5000円 

      小学生以下食事要（お食事はお子様用）3000円 

      幼児(食事不要)          0円 

 

☆今年も昨年同様 お越しになられた方からホワイエ前に 

  あるクリスマスツリー前で写真を撮らせて頂きます 


