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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 9 号 通巻第 2660 号 

第 2660 回例会 

２０１４年（平成 26 年）9 月 2 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

誕生祝 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「君が代」「奉仕の理想」

幹事 

親睦委員会 

海鮮中国料理 かのと亭 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

 

ユン・ハンナ氏 

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

２３日土曜は第 38 回となる YASSA フェスティバ

ルで商工会館付近は大変盛り上がっておりました。

11 時からの昼の部はダンスなどのステージパフォ

ーマンス、夜の部は踊りと屋台、花火で大勢の人

出がありました。夕方の国際交流パーティにはロー

タリアンも招かれ、歓迎をいただきました。12月のロ

ータリーデー行事で予定している大学生と中高生

を中心とした国際交流パーティでも良い協調がで

きると思います。夜８時半から商工会館屋上での花

火鑑賞、夜９時からの道路清掃では、多数の会員

のご参加をいただき、充実した社会奉仕活動と親

睦活動が展開できました。お忙しい中、またお暑い

中のご奉仕お疲れ様でした。 

東金ロータリー会員にも関係者が多数おられま

すが、東金市観光協会を中心とする YASSA フェス

ティバル実行委員会の方々や市役所の方々のお

骨折りにも、市民として敬意と感謝の念を抱きます。 

多くの方々の熱意に支えられて、街に賑わいを

もたらすお祭りが開催できています。これは、逆に

いえば、それだけの市民の活力を東金が持ってい

るということを意味します。これからも、様々な市民

や団体が手を取り合い、力を合わせて地域の振興

を図っていくことが望まれますし、その輪の中で、

豊かな人脈を持っているロータリークラブは要とな

る役割を果たすことができると信じています。資金

には国際ロータリーの地区補助金を活用することも

できます。各委員会で、地域振興の具体的な企画

を検討いただいて、ロータリーの活動として取り組

んでみたいと思います。すぐには実現が難しくても、

今年準備段階から始めれば来年、再来年には何ら

かの形にできるでしょう。LIGHT UP という国際ロー

タリーのテーマに因み、地域を明るくすることにつ

いて、ロータリークラブとして強く関心を持っていき

たいと思います。 

 

◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 

 ９月１６日の記念ゴルフ大会・記念例会につ

きまして、ふるってご参加ください。 

 親睦活動の交流を深める目的で、ロータリ

ーパンフレットを作成しております。その中

に成田空港南ロータリークラブとの親睦ゴ

ルフ大会の記事も出ておりますので、興味

のある方はご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６５９回例会の記録 ＜８月２６日＞ 

 

やっさフェスティバルでの奉仕活動お世話

になりました。 

小久保良行会員
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◆委員会報告 

小林 信雄 会員  

（米山奨学会委員長） 

８月２４日にクラブ米山奨学

委員長セミナーが京葉銀行文

化プラザにてございましたの

で、参加をしてまいりました。

米山奨学会の事業の理解と寄付のお願いでした。

特別寄付の方は、昨年度は特に成績が良く、レベ

ルが上がったとの報告がありました。米山記念奨学

会は米山梅吉が設立した留学生のための制度で

あります。米山学友会の大木副理事長の報告があ

りました。米山事業理解のためにということで、前年

度米山委員長の小田さんから報告がありました。も

う一人、Ｒ財団米山奨学会の岩部さんから事業内

容の報告がありました。米山梅吉は８年間滞米され、

アメリカ時代はかなり熱心に勉強されたとのことで

す。 

私は毎回委員会に出席し、毎回感動しておりま

す。ロータリーに入ってよかったなと思います。 

 

小久保 良行 会員 

 （会員増強委員会） 

８月２３日会員増強大会

防止セミナーに出席してま

いりました。お手元に、並木

孝雄委員長の資料をお配り

しておりますのでご確認ください。 

１９９７年１３万人の会員が、８８,９４５人と１７年間

で４万人近く減っています。特に２７９０地区でも同

様に３５％減少しております。宇佐美ガバナーの今

年の目標として各クラブ１名の増員を目標としてお

ります。 

研修の中でいろいろな報告がありましたの。クラ

ブフォーラムの実施、例会に一般の方をお招きす

る、理解を深めるためのオリエンテーションを日々

行うなどの話がありました。 

８月が会員増強月間ですので、会員の皆様の身

近な方をご紹介いただけますようお願いいたします。 

 

◆卓話 

 

天明 誠 氏  （東金税務署長） 

みなさまこんにちは。 

本日は東金ロータリークラブの例会にお招きいた

だきまして、誠にありがとうございます。 

 天が明るいと書きまして（てんみょう）と読みます。 

 東京都小金井市に「江戸東京たてもの園」という

ところがございます。建物は全部で３０棟くらいあり

ます。その中に「天明家」という農家の建物が建っ

ております。これは、大田区にあったものを移築し

たものです。江戸時代初期にその地に住み着いて、

ずっと農家をやってきた、自分でいうのもなんです

が、由緒正しい百姓と自称しております。 

 ３歳にして船橋に移り住み、千葉育ちではござい

ますが、ずっと東京勤務でした。このたび千葉勤務

になりましたので、この地の歴史と文化についてよ

く勉強していきたいと思います。 

国税庁の使命と税務行政の取組 

 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。」ことです。 

 国民の皆様からの理解と信頼の下、この使命を

果たすため、国税庁は、税務行政の運営に当たり、 

① 納税者が、申告・納税を「簡単・便利・スムー

ズ」に行うことができるように、サービスの向上

を図る。 

② 納税者の権利利益の保護を図りつつ、適正な

調査・徴収を行う。 

③ 国税庁の様々な取り組みを分かりやすくお知

らせするとともに、各種施策の実施結果の評

価・検証を踏まえ、税務行政を改善する。 

ことなどを基本的な考え方としております。 
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 この基本的な考えの下、以下の５つの大きな取組

があります。 

① 納税者サービスの充実 

② 適正な調査・徴収及び納税者の権利救済 

③ 酒税行政の適正な運営 

④ 事務の効率化の推進と組織基盤の充実 

⑤ 政策評価と税務行政の改善 

 この５つの中の「②適正な調査・徴収及び納税者

の権利救済」の取組の内に、いくつもの取組があり

ますが、今回、国際化、富裕層への対応としての

最近の取組の一つをご紹介いたします。 

富裕層の国際的租税回避に対する取組 

 有価証券等の金融資産や不動産を多く保有して

いる方、恒常的に高所得を得ている方、いわゆる

富裕層といわれる方は、国内での資産運用や所得

のほか、海外で多様な資産運用を行っていること

があります。こういった資産や資産から生ずる所得

を的確に課税することは、国税庁の責務であります。 

 富裕層の国際的な租税回避事案についての調

査は、今までも積極的に取り組んできたところでは

ありますが、さらなる情報収集機能の強化を目指し

て、プロジェクトチームを平成２６年７月から、東京、

大阪、名古屋の各国税局で発足させました。 

 将来的な話で、具体的な取り組みはこれからであ

ること思われますが、このプロジェクトチームでは、

富裕層が海外で行う資産運用や投資活動による

資金の流れを把握、分析するとともに、これを調査

に活かしていく仕組みを検討し、課税につなげて

行くことになると思われます。 

国外財産調書の提出制度 

 国外財産調書の提出制度は、国外財産の保有

が増加傾向にある中、国外財産にかかる課税の適

正化をはかるため、平成２４年度の税制改正に折

る導入されたものです。 

 具体的には、その年の１２月３１日においてその

価格の合計額が５千万円を超える国外財産を保有

する居住者の方（非永住者の方を除きます。）は、

翌年の３月１５日までに当該国外財産の種類、数

量及び価格との田必要な事項を記載した「国外財

産調書」を、所轄税務署長に提出しなければなら

ないこととされました。 

 今年１月から施行され、平成２５年１２月３１日に

おける国外財産の保有状況について、平成２６年３

月１７日期限で、初めての国際財産調書が提出さ

れており、その提出状況は以下のとおりです。 

 総提出件数は、全国で５，５３９件。提出件数

の局別では、東京局３，７５５件（６７．８%）、大

阪局６３８件（１１．５%）、名古屋局４５７件（８．

３%）で、この３局で全体に８８%を占めていま

す。 

 財産総額は、約２兆５，１４２億円。財産額の

局別では、東京局２兆９８９億円（８３．５%）、

大阪局１，７９３億円（７．１５%）、名古屋局９３

１億円（３．７%）で、この３局で全体に９４%を

占めています。 

 今後、当局としては、未提出が見込まれる方や記

載内容に不備がある方への文書照会や法定監査

等の行政指導を行い、提出された方との不均衡が

生じないようにすることとなります。また、前述した

富裕層に対するプロジェクトチームは、この国外財

産調書の提出状況を踏まえ、的確な課税へ向けた

取組を行うことになります。 

 本日はお招きありがとうございました。東金ロータ

リークラブのますますのご発展と、本日ご臨席の皆

様方のご健康・ご事業のご発展を祈念いたしまして

私のお話とさせていただきます。本日はありがとう

ございました。 

出席率  ８⽉ 26 ⽇ 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX

22 名 18 名 81.8％ 1,510 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 


