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前回の例会 

2018年 7月 28日(土)第 1804回 

  例会変更 及び ビア・パーティー 

   19：30～ （19：00～受付） 

於：大阪マリオット都ホテル 19階 

 

 

 

 

 

 

前々回の例会 

2018年 7月 20日(金)第 1803回 

卓 話 「税理士業務 50年」 

卓話者  池田 茂雄 会員 

今週の歌  「我らの生業」 

「上を向いて歩こう」 

お客様の紹介・出席報告 

入会式 永富 久紀 氏  

会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 
 

 

 

2018年 8月 3日第 1803号・第 1804号 

 

2018年 8月 3日(金)第 1805回 

『 クラブ協議会 』 

国際ロータリー第 2640地区 

ガバナー補佐 寺﨑勝彦様（堺 RC） 

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデイソング」 

お客様の紹介・出席報告 

会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い  

中川 澄会員(10日) 中田 学会員(30日)  

奥野美津子様(3日) 辰 由華様 (5日)  

國井 藤子様(7日)  永富 絹代様(17日) 

 

 
2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ 

「インスピレーションになろう」 

国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 樫畑 直尚 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/kashihata/  

E-mail ： kashihata@rid2640g.com 
会長：澤井久和  幹事：坂田兼則  広報委員長：米澤邦明  編集者：塩見 守 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

＊2018年 8月 10日（金）は休会です。 

2018年 8月 17日(金)第 1806回 

卓 話 「会員増強フォーラム」 

卓話者  嶽盛 和三 

 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜7月 20日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            21名 
欠席会員               8名 

  ゲスト            0名 
  ビジター           0名 

6月 8日(金)の出席率     92.86％ 
 
 

＜7月 28日(土)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            17名 
欠席会員              12名 

  準会員・ファミリー会員    2名 
  ご 家 族          18名  
  ゲ ス ト           6名 
  6月 15日(金)の出席率      100％ 
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「入会のご挨拶」 

永富 久紀 会員 

 

こんにちは。  

本日は当例会にて入会式を行

って頂くこと誠にありがとうご

ざいます。 

堺市の中でも名誉ある「堺北ロー

タリークラブ」に入会させて頂き、

誠に光栄に存じます。 

私は3年前までは堺市美原区の中で「美原ロータ

リークラブ」に所属しておりました。 

当時より「堺北ロータリークラブ」のことは存じて

おり、WCS 活動においては大変お世話になり、今で

も感謝しております。 

今後、また新たにロータリー活動に参加していきた

い所存です。 

皆様方からのご支援・ご指導賜ります様何卒よろし

くお願い申し上げます。 

簡単ですが、これにて入会のご挨拶とさせていただ

きます。 

 

 

「歓迎のことば」 

会長 澤井 久和 

 

永富様、本日堺北ロータリークラブ入会おめで

とうございます。 

永富様はロータリー歴が私より長く、又、ロー

タリーの事を熟知されています。 

今日からは、堺北クラブで、今までの経験を活

かして頂き、活躍されることを望みます。 

本日は、本当にご入会おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「税理士業務 50年」 

池田 茂雄 会員 

 

 昭和 45年に税理士事務所開業

以来 50年が経過いたしました。

当時は戦争が終って 25年が過ぎ

たばかりで、沖縄はアメリカの

占領下にあり、通貨は米ドル、

自動車は右側通行、沖縄に行く

にはパスポートが必要な時代でした。 

 当時、我が国はまだ発展途上の時代でしたの

で、例えば、電卓計算器は１台 10万円前後で出始

めたばかり、コンピュータはもちろんありませ

ん。クーラーは、ほとんどありませんでした。電

話を設置してもらうには住宅用は２～３年かかり

ました。事業用は、すぐつけてもらうには、基本

料金が１日1,000円必要でした。当時の平均給与

は１ヶ月15～17,000円の時代でしたので、大きな

負担でしたが仕方がありませんので設置してもら

いました。現在、税理士は75,000人あまりです

が、当時は1万5千人あまりでした。経済的規模

が今とは違いますので単純に比較はできません

が、右肩上がりの経済成長の時代でしたので順調

にスタートすることができました。昨今、猛暑と

か、大雨などの異常気象が頻繁に発生しておりま

すが、当時は30度以上の真夏日は、ひと夏に数日

ある程度でした。気がついてみると、随分と世の

中が変ってまいりました。 

 税制改正は毎年ありましたが、大きな税制改革

は、平成元年４月１日から消費税がスタートした

事でした。かつての大蔵省の長年に亘る悲願が実

現した年でした。収益に関係なく入ってくる安定

した財源ですものね。 

 さて、ここで是非、皆さんに聴いて欲しいお話

しをします。 

税理士は、納税者から依頼を受けて決算書、申告

書を作成しますが、出来上った申告書に納税者本

人のサインと押印をもらい、そこに申告書作成税

理士がサインして申告します。 

申告書はあくまでも本人が申告することとなりま

す。普通は、これで完了します。 

 このほかに、この申告書とは別に明細書を税務

署長に提出する制度として「書面添付制度」があ

入 会 式 卓 話（7月 20日） 

時間 
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るのです。税理士が決算書、申告書を作成するう

えにおいて、「計算し、整理し、質問した事項」を

まとめた「明細書」を税理士の責任において税務

署長に提出する制度なのです。この書面を提出す

ることによって、ストレートで税務署が調査をす

ることができない制度なのです。何か疑問点があ

れば、税務署は税理士に説明を求めることができ

ますが、普通はこれで終了することがほとんどで

す。この制度の利用状況は、全国的には 10数パー

セント程度ですが、私の事務所では全申告事案の

30パーセント程度利用しております。 

税の専門家である税理士が作成した申告書が当局

から高く評価され、私たち税理士にとっては、そ

のことが顧問先である納税者からの信頼につなが

る制度であります。我が国最大の職業会計人の団

体である「ＴＫＣ全国会」は「会計で会社を強く

する」を合言葉として、企業における会計管理の

重要性とともに、この書面添付制度を推進してお

りますが、私も開業以来、会員として頑張ってお

ります。 

 

 

  

会長 澤井 久和 

 

こんにちは。本日もこの酷暑の

中、例会に出席して頂き、ありが

とうございます。 

会員の皆様、体調の方はどうでし

ょうか？ 

豪雨の次は酷暑にお気をつけてく

ださい。 

 本日7/20は、本来なら、「海の日」だったのですが、

祝日法で 2003年に改正され、7月の第 3月曜日にな

りました。それと本日7/20より8/31迄、ロータリー

クラブの会員でありましたカーネルサンダーさんの

ＫＦＣがなんと！￥１，３８０－で 45分間食べ放題

が実施されますので、いっぱい食べて頂き、夏バテ解

消にお役立てください。 

 実は今週日曜日は姫路城、月曜日と水曜日にはゴル

フに行ってきましたけれど、暑すぎて、暑すぎて、メ

ンバー1人は吐き気をもようしていました。 

 この暑さの事なのですが、8月末迄は続くと思われ

ます。既にご存知の方があると思われますが、ちょっ

と一言だけ・・・ 

 ２５℃以上 夏日 

 ３０℃以上 真夏日 

 ３５℃以上 猛暑日 

と言う事になっております。 

あと、この暑さ対策を少しお伝えしておきます。 

お金をかけずにできる方法は・・・ 

 ・カッパになる 

   頭頂部を冷やす 

 ・換気扇を回す 

 ・重ね着 

 ・食べ物 熱を下げる効果のウリ科を摂る 

 ・打水 

以上の事を頭に入れて気をつけてください。 

  

 

 

 

会長 澤井 久和 

 こんばんは。本日は台風が気に

なるにもかかわらず、ビア・パー

ティーに出席して頂き、誠にあり

がとうございます。 

 今回のこのビア・パーティーを

企画して頂きました親睦委員長の

中田会員、又素晴らしい場所をお世話頂いた中川

会員ありがとうございます。 

感謝しておりますとともにお礼申し上げます。 

 出席されました会員の皆様、ファミリー会員の

方々が短い時間ではありますが、飲食を共にし、

楽しい時を過ごしていただきたいと思っておりま

す。 

最近いろいろな悪い事ばかり聞きますが、1週間

前の社会人野球の話ですが、都市対抗戦で、一つ

感動したことがありました。 

それは、野球はともかく、各チームの応援合戦で

す。野球の勝負もありますが、応援合戦の勝負も

あり、各自の応援も一生懸命されていました。そ

こまでは普通ですが、相手チームにエールの送り

合いをして、お互いを讃えているのがとても感動

しました。例の日大アメフトの話などいろいろあ

りましたが、お互いフェアにされているのが、最

高でした。ロータリーもそうでありますが、日

本、いや世界にこういう風なフェアな気持ちと行

動で行われることを願います。 

 最後に台風の話ですが、今回の台風12号は「ジ

ョンダリ」と名付けられました。意味は北朝鮮語

で「ひばり」を意味します。普通は台風の名付け

会長の時間（7月 20日） 

 

時間 

 

会長の時間（7月 28日） 

 

時間 
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は女性の名前をつけると聞いております。今回何

故 鳥の「ひばり」なのでしょうか？ 

実は「美空ひばり」さんが由来になっていまし

た。金正恩は美空ひばりさんが好きだったのかも

知れませんね。 

 あとお願いですが、今日は帰るまでに、会員の

方々同士、握手して、更に親睦を深めてくださる

ことを希望します。 

本日ありがとうございました。 

 

  

 

 

囲碁大会準備委員会 

「第2回大会準備委員会打合せ会議の報告」  

囲碁大会準備委員長 宇瀨 治夫 

 

日時 平成 30年7月20日（金）   

18時30分～  

場所 すし亭「幹」 

議題 役割分担等、今後の予定に 

ついて 

出席者 堀畑・宇瀨・山田・池田・中田・中川・ 

小西・藤永・笹山・塩見 合計１０名 

議案 

①ポスター・チラシ 碁会所への配布の件 

 担当 中田会員・中川会員 

②名刺広告・協賛の件 

 担当 藤永会員（外部協賛金については、会員

に近い企業・個人のみ受付します） 

③記者手配の件 

 担当 奥野会員・藤永会員 

④団体保険の件 

 担当 宇瀨会員 

⑤記念品 予算等 

 担当 笹山会員・事務局 

⑥トロフィー 

 担当 藤永会員 

⑦昼食 

 担当 小西会員 

⑧表彰状 

 担当 事務局 

⑨ＨＰの件 

 担当 池田会員 

その他 

立て看板・式次第・各クラス部屋表示は坂田会員

と事務局でお願いします。 

写真撮影は池田会員と米澤会員にお願いします。 

大会当日の原稿は藤永会員にお願いします。（週

報・事業報告・協賛お礼等に使用） 

ガバナー月信に送る原稿は池田会員にお願いしま

す。 

大会当日の来賓駐車場の担当は塩見会員にお願い

します。 

来賓の出迎え等は堀畑会員、北側会員、宇瀨会員

にお願いします。 

囲碁大会ポスターに来年度から、申込開始日と申

込書の入手方法を掲載します。 

各クラス別1位～3位の写真をホームページ上にア

ップするために、どのようなアナウンスをするべ

きか、次回の打ち合わせ会議で決めたいと思いま

す。 

 

社会奉仕委員会 

「第1回 “ダメ ゼッタイ”募金のご報告」  

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

今年度はじめての「ダメ ゼッタ

イ」募金を行 いました。 

 募金金額は、１１，０００円でし

た。 

 皆様のご協力に感謝いたします。  

  

 

 

 

親睦活動委員会 

「夜間例会『ビア・パーティー』開催報告」  

親睦活動委員長 中田 学 

 

 平成３０年７月２８日（土）午

後７時３０分より今年度最初の親

睦家族会であります「ビア・パー

ティー」を、大阪マリオット都ホ

テル ライブキッチンで開催致し

ました。 

台風１２号が接近、警報が出る中を、会員家族お

子様を含め４５名の参加を頂きました。会場の手

配は、例によって中川会員に早くからお願いして

エントリーして頂き、有難うございました。 

第１８０４回例会は、スムーズに進行し終了しま

した。第２部は、藤永会員の進行で、開会の挨

委員会報告（7月 20日） 

 

時間 

 

委員会報告（7月 28日） 

 

時間 
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拶、会員家族の紹介と進み、堀畑会員の乾杯のご

挨拶後、皆様一斉にバイキングの方へと。 

皆様の飲みっぷりと、食べっぷりにはビックリで

す。子ども達も心配なくらい喜んで食べていまし

た。 

９時２０分のラストオーダーまで、飲んで、食べ

て楽しんでおられました。 

９時３０分より会長エレクトの木畑会員より締め

の挨拶を頂き、最後にはいつもの「手に手つない

で」を歌い、終了となりました。 

ご参加いただきました会員家族、事務局の皆様有

難うございました。 

 

社会奉仕委員会 

「平成30年７月豪雨」義捐金ご協力のお願い  

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

先般7月5日に集中豪雨が西日本

を中心に、各地で土砂崩れや浸水な

ど甚大な被害をもたらしました。死

傷者は不明者も含め200名以上にの

ぼり、建物やインフラへの被害は計

り知れません。社会奉仕委員会では、

皆様のご理解とご協力のもと義捐金を募り、被災地

へお届けするよう、本日募金箱をご用意しました。 

この募金箱は、本日のビア・パーティーと 8月3日

の例会にて設置し、例会後の理事会にて送金先を決

定いたします。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

澤井久和会員 永富様、ご入会おめでとうございま 

す。これからは堺北の仲間です。 

よろしく！！ 

永富久紀会員 本日はありがとうございます。今日  

からお世話になります。 

那須宗弘会員 永富さんご入会おめでとうござい 

ます。 

宇瀨治夫会員 永富さん、入会おめでとうさん。 

末永く宜しくネ。 

城岡陽志会員 岸和田東ＲＣ岩出さん、よく来て頂 

きました。元ＪＣ理事長で、これを 

御縁に宜しく。 

永富さん入会おめでとう。これから 

は仲良く！ 

中田 学会員 永富様御入会おめでとうございま

す。ロータリーの事教えて下さい。 

奥野圭作会員 永富さん、ご入会おめでとうござい

ます。今後共よろしくお願いいたし

ます。 

嶽盛和三会員 永富さん入会おめでとうございま

す。増強委員長としてありがとうご

ざいます。 

       拡大例会のお客様の中から初めて

の会員になっていただき、本当に感

謝申し上げます。 

綿谷伸一会員 永富さん、御入会おめでとうござい

ます。新人同士楽しみましょう。 

塩見 守会員 永富さん本日よりよろしくお願い

します。 

       岩出様今後いいお付き合いをお願

いします。 

藤永 誉会員 永富さん、この日が来るのをお待ち 

してました。末永くよろしくお願い 

申し上げます。 

笹山悦夫会員 永富さん、入会おめでとうございま  

す。これからもよろしくお願いいた     

します。 

           合計３５，０００円 

 

◆米山奨学会 特別寄付・・・濵口 正義 会員 

 

 

 

 

松岡史子様 嬉しい食事会有難うございます。 

本村雅身様 皆様、本日は参加させて頂き有難うご 

ざいます。今日会員の皆様にお会い出   

来ることをすごく楽しみにしていま 

した！宜しくお願い致します。 

澤井久和会員 本日は皆様、ご出席ありがとうござ 

います。楽しみましょう。 

那須宗弘会員 今日はビールを呑んでニコニコさ 

せて頂きます。 

木畑 清会員 家族がお世話になります。 

中田 学会員 今年度最初の家族親睦、多くの皆様

参加ありがとうございます。 

嶽盛和三会員 親睦委員長様、素晴らしいロケーシ

ョンの所で開催していただきあり

がとうございます。 

綿谷伸一会員 素敵なビア・パーティーに乾杯！ 

SAA報告（7月 20日） 

 

時間 

 

SAA報告（7月 28日） 

 

時間 
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永富久紀会員 本日は堺北ロータリークラブ入会

２回目の例会 ありがとうございま

す。 

藤永 誉会員 うちの嫁とやんちゃ坊主を今後共 

よろしくお願いします。 

中田親睦委員長、ありがとうござい 

ます。 

畑中一辰会員 台風にも負けず、楽しい仲間たちと 

       ビール呑むのが良いですネ～ 

ありがとうございます。 

           合計３６，０００円 

 

 

 

（１） 配布物   

7月20日例会において 

・週報・ガバナー月信・ロータリーの友7月号 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月28日ビア・パーティーにおいて 

・プログラム 

（２）当クラブ例会休会お知らせ 

・８月１０日(金)→ 休 会 

（定款第8条の規定により） 

（３） 他クラブ例会休会お知らせ 

  ・堺南RC・・・ 8月13日（月）休会 

  ・堺おおいずみRC・・・8月15日（水）休会 

  ・堺RC・・・・・8月16日（木）休会 

  ・堺東南RC・・・8月16日（木）休会 

  ・堺清陵RC・・・8月16日（木）休会 

（４）事務局休暇のお知らせ 

８月１１日（祝・土）～１５日（水）まで 

（５）８月ロータリーレートのお知らせ 

    1ドル＝１１２円 

（7月は1ドル＝１１０円でした） 

 

 

 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

木畑会員ファミリー いつも元気印の元事務局員 本村さん 

笹山会員ファミリー 
永富会員ご挨拶 澤井会長の点鐘で例会スタート 

ビア・パーティー（7月28日）でのスナップ 

於：大阪マリオット都ホテル 

素敵な夜景も楽しみました 

最後は恒例の「手に手つないで」でお開き 

夕刻 ホテルからの景色 


