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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1166回（本年度 第9回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 9/14 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　家庭と仕事とロータリー
　米倉 由美 会員
■第4回10月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　公共イメージ向上について
　梅原 一樹 会員

先週、25日金曜日に親クラブの大阪大手前ロータリークラブを辻幹
事と訪問し、10月21日に執り行う創立25周年記念式典、祝宴に親ク
ラブの会員の方々に一人でも多くの出席を頂き、子クラブの創立記
念式典に華を添えて頂くお願いをしてまいりました。

9月7日には、高島会員と杉村会員が大阪天満橋ロータリークラブに
同様のお願いに訪問して頂きます。

我々の三世代クラブについて、概要をお話しさせて頂きます。

祖父クラブである大阪天満橋ロータリークラブは、1967年11月に大



2017-18年度第1165回（第8回例会）
幹事報告 (8/31)

幹事  辻 義光

■本日、辻一夫会員の卓話です。辻一夫会員よろしく
お願いいたします。
　「2017-18年度第1回インターアクト合同会議と懇
親会」があります。井本会員、出席お願いいたします。

■9月7日（木）、梅原会員の卓話です。梅原会員よろ
しくお願いいたします。

阪ロータリークラブをスポンサークラブとして創立さ
れ、創立50周年を迎えられ、12月7日に記念式典、祝
賀会が執り行われます。

大阪大手前ロータリークラブは、大阪天満橋ロータ
リークラブをスポンサークラブとして発足、創立35年
を迎えられます。

毎年、三世代クラブが輪番にて幹事クラブを務め、三
クラブが協力して社会奉仕事業を行なっています。

今年度の三世代社会奉仕事業は、我クラブが幹事役
を務める事になっており、本日の例会後に辻社会奉
仕委員長、辻幹事と三世代クラブの社会奉仕委員長
と事業内容について打合せを行い、11月19日に行う
大阪水上隣保館の子供達の支援事業の準備を進め
てまいります。

皆様のご参加とご協力をお願い致します。

■9月14日（木）、米倉会員の卓話です。米倉会員よろ
しくお願いいたします。

■9月21日（木）、臨時総会です。前年度事業、決算報
告を行います。嶽下会員、杉村会員よろしくお願い
いたします。

■9月21日（木）、新会員の北村薫会員、丸山会員の
自己紹介をしていただきます。

■「地区ロータリー財団セミナーのご案内」が来てお
ります。

1．日時：2017年9月2日（土）14：00～16：30

2．場所：大阪YMCA会館　2Fホール

■「2017-18年度クラブ職業奉仕委員長・地区委員
合同勉強会についてご案内」が来ています。

1．日時：2017年9月2日（土）

2．場所：大阪科学技術センタ－

　早瀬職業奉仕委員長、ご出席のほどよろしくお願
いいたします。

■「2017-18年度第1回クラブ社会奉仕委員長会議
開催」のご案内がきております。

1．日時：2017年9月9日（土）10：00～11：50

2．場所：大阪府社会福祉会館

辻一夫社会奉仕委員長、ご出席のほどよろしくお
願いいたします。

■「米山奨学生カウンセラー研修会のご案内」が来
ています。

1．日時：2017年9月30日（土）14：00～16：00

2．場所：サニーストンホテル江坂　別館3階
　　　  富士の間

■大阪天満橋ロータリークラブ様から「紳士の料理
教室のご案内」が来ております。

1．日時：2017年10月5日（木）17：30～20：00

2．場所：大阪ガスクッキングスクール
　　　  （ガスビル1F）

3．会費：8,000円

■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が来てお
ります。

1．日時：10月15日（日）10：00～17：00

2．場所：宝塚大劇場

申し込み締め切りは9月22日（金）です。
米山奨学委員長、カウンセラー、よろしくお願いい
たします。



本日の卓話は、「税金余話」としました。別に「余話」で
はなく「夜話」でもいいかな。昔、北新地を担当した頃
のお話をさせてもらってもいいかなとも思いましたが、
おもしろいお話ほど活字にし難いものですのでやめ
ておきます。思えば若い頃、「節分」の日、老ママを前
に、「今日はおばけの日」ですねと言ってしまってお叱
りを頂いたことなど、おもしろい失敗談にはことかか
ないですが、残念です。

少し「カタイ」お話をさせていただきます。「税金」にま

つわる原理原則は多々ありますが、中でも大事なの
は「租税法律主義」であります。平たく言えば法律に
基づいて税金を納めると言うことで、法律の定めがな
いところに納税は生じないと言うことです。当たり前
のことのようですが、最近具体的な表記がなく法解釈
の幅が大きすぎる気がしていても「それでは裁判で
争いましょうか」そんなことを言われ、納税者は訴訟
費用や拘束時間を考えて、納税して決着を図ることも
あるようです。でも少し怖い話ではありますね。

もう一つ、大事な原則として「実質課税の原則」です
ね。外形にとらわれずに、その実質は何かと言うこと
を強い権限でもって解明し、課税しましょうと言う原
則ですね。売買の形式をとっていても、実は贈与であ
りました、てな事ですね。税を逃がさないと言う事だ
けでなく、納税者の権利を擁護する立場からも、この
原則は大切なものですね。

歴史的にみて市民革命の中から生まれた原理原則
ですが、私達の国は市民革命を経験しないで、こうし
た原理原則を他国に比べて上手に展開できていると
は思いますが、いかがでしょうか。

税金余話

辻 一夫 会員

嶽下 勇治

平成29年8月31日、例会終了後、応接フロアーにおいて、新入会員に対する研修を実施した。
参加者：新入会員（北村薫、前田隆司、丸山澄高）　オブザーバー：吉田了
委員会：下岡委員長、嶽下副委員長、金森委員

新入会員研修



国際ロータリー会長より25周年のお祝い状が届きました

【報告事項】

1. 国際奉仕フォーラムにおいて
「国内にいても出来る国際奉仕事業」
形式：パネル形式の質疑応答

１）日時設定：2月15日

２）進行役：未定

３）目的：その国の事情を深く知るため

４）米山学友会リストより日本人が余り知らない5か
国から各1名出演依頼

2. ベトナム奉仕事業　平成30年1月21日～25日
9月募集

3. 台湾20周年記念奨学生負担金を本年度も拠出する

日　時：2017年8月31日（木）　11：30～12：00
場　所：太閣園2F
出席者：嶽下委員長・坂本副委員長・栗山副委員長・安達・山本・金森・丸山・辻 一夫　 以上8名（敬称略）
議事進行：嶽下委員長

2017-18年度国際奉仕委員会打合せ議事録

中国
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
ネパール
フィリピン
スリランカ
スウェーデン
ポーランド
スペイン

98
26
2
2
1
3
1
1
1
1
2

台湾
ベトナム
インド
アメリカ
ミャンマー
ブラジル
イラン
ルーマニア
モンゴル
マレーシア
セルビア

33
10
2
3
3
1
1
1
4
4
1

米山学友会（関西）国別一覧



ニコニコBOX

村橋：今朝の風は爽やかでした。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：卓話、まとまりませんがお許しください。

嶽下：辻一夫会員、卓話楽しみにしています（ハート）

吉田：ニコニコ

山本：辻一夫会員、卓話楽しみです。
下岡会員、会長就任おめでとうございます。

金森：満72歳、誕生日自祝です。

下岡：久しぶりの例会出席です。
9月1日より会社の会長職になります。

村上：辻一夫さんの卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：辻一夫さん、本日卓話よろしくお願いします。

北村（薫）：ホームクラブ例会欠席のおわび

戸田：辻一夫さん、卓話楽しみにしています。

坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥29,000
累　計 : ￥368,000

31
8

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
8月3日の修正出席率 83.87 %

●メイクアップ
井本 万尋   8 月  3 日 インターアクト海外研修
下岡 陽一郎   8 月  3 日 インターアクト海外研修
辻　 義光   8 月  3 日 インターアクト海外研修

パストガバナー  高島 凱夫

9月4日（月）、グランドプリンス新高輪で開催された
「ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）」のセッショ
ン4「戦略計画の立案（地区・クラブの計画立案と支
援の方法）」の講師として参加致しました。

RI理事・理事エレクト、ゾーン研修リーダー、各ロータ
リーコーディネーター、34地区ガバナーエレクトなど
が参加する、会長エレクト研修セミナーの全国版です。

ガバナーエレクトは、もう一度日本で今年度中に研修
を受け、来年1月に米国・サンディエゴで国際協議会
に参加して、ガバナーの資格を得る事が出来ます。そ
の道程は結構精力を使うものです。

ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）

本日のメニュー

・オードブル
・豚ロース肉のグリエ　野菜のエトウフェ

シェリーヴィネガー風
・豆とメスクランのチーズサラダ、コーヒー、パン

早瀬会員が第5回米山功労者（5０万達成）の
表彰を受けました。

Congratulations!

●誕生日
高島 凱夫 ［20日］
坂本 　恵 ［21日］

●事業所設立記念
前田 隆司 株式会社前田商会［大正10年］

●結婚記念日
前田 隆司 ［  2 日］
戸田 佳孝 ［15日］

Congratulations!9月のお祝い9月のお祝い


