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第 20 号 ３０49 回例会 ２０１8 年 11 月 22 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
所沢税務署
署
長
総務係長

国連は 17 の重点項目を持ち上記 6 つの
重点分野と重なるところが多いのです。
ロータリーと国連の究極の目標である「平
和を望む」事が一致していると言う必然で
しょう。
01:貧困をなくそう。
02:飢餓をゼロに
03:すべての人に健康と福祉を
04:質の高い教育をみんなに
05:ジェンダー平等を実現しよう。
（男女の平等）
06:安全な水とトイレを世界中に
07:エネルギーをみんなにそしてクリーンに
08：働きがいも経済成長も
09:産業と技術革新の基盤をつくろう
10:人や国の不平等をなくそう
11:住み続けられるまちづくりを
12:つくる責任使う責任
13:気候変動に具体的な対策を
14:海の豊かさを守ろう
15:陸の豊かさも守ろう
16:平和と公正をすべての人に
17:パートナーシップで目標を達成しよう

梶田 美佐子 様
半田 純 一 様

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長
本日は税 務署 長 梶田
様をお招きしての卓話
となります。私も所沢法
人会青年部長を歴任し
現在所沢法人会副会長，
優良法人会の理事等を
仰せつかっております
が、会員の中にも税務署の協力団体に加入
されている方は多いと思います。
巷では日産の会長でありカリスか経営者
で名高いカルロスゴーン氏が会社に対して
の背任行為等で問題になっているところで
はありますが、所得もごまかさないで公表
する、提供された住居も公にしていれば充
分に受け入れられる実績を残した経営者で
ある故にニュース番組が放映していること
は誠に残念です。
さて、11 月は財団月間であります。今日
は角度を変えて財団の方向性、ＲＩの方向
性を考えてみようと思います。財団には皆
様ご存知通り以下の 6 つの重点分野があり
ます。重点分野における奉仕活動の持続可
能性を高める事です。
１、平和と紛争予防・紛争解決
２、疾病予防と治療
３、水と衛生
４、母子の健康
５、基本的識字率の向上
６、経済と地域社会の発展

持続可能な開発目標（ＳＤＧＳ）
そして 17 の項目のゴール通称「グローバ
ル・ゴールズ」は貧困に終止符を打ち、地球
を保護しすべての人が平和と豊かさを享受
できるようにすることを目指す普遍的な行
動です。少しだけ時間を作って国連のホー
ムページにアクセスしてみてください。
ロータリー活動のヒントがきっと見つかり
ます。
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■■■講 師 卓 話■■■
「暮らしを支える税」
所沢税務署

署長

梶田 美佐子 様

齋藤栄作会長をはじめ、入間ロータリー
クラブの皆様には、常日頃から税務行政に
対しまして、深いご理解と多大なるご尽力
を賜っており、厚くお礼申し上げます。
平成 30 年度の国の一般会計歳入額は、97
兆 7 千億円です。このうち租税収入等が占
めている割合は 60.5%であり、残りの 34.5%
は公債金いわゆる国の借金で賄われていま
す。一方、歳出は、年金・医療・福祉等に充
てられる社会保障費が 33.7%を、また、公共
サービスの地域間格差をなくすための地方
交付金等が 15.9%を占めています。将来世
代に負担を先送りしている状況です。また、
所得税や法人税は景気の動向を受けやすく、
これらの状況を打破するため、広い層に負
担を求める消費税の税率アップと軽減税率
導入が来年 10 月から実施予定となってい
ます。
さて、国税庁には、3 つの使命があり、そ
の内の 1 つに「酒類業の健全な発達の促進」
を掲げています。本日は、そのお酒につい
ての話をさせていただきます。
まず酒税についてですが、酒税は、明治時
代には地租（土地に掛けられた税金で、現
在の固定資産税）を抜いて税収が一位とな
っていました。現在の酒税の税収全体に占
める割合は 2.2%とな
っていますが、景気
の影響を受けにく
い、安定した税とな
っています。
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次に、日本酒の起源ですが、奈良時代に
編纂されたと言われる「播磨風土記」にお
いて、
「神に供えた福が枯れて、カビが生じ
たので、すなわち、酒を醸さしむ」とあるの
が、米を原料とした酒についての最も明ら
かな記述とされています。また、有名な「魏
志倭人伝」にも、倭人のことを「人性酒をた
しなむ」と評されており、私たちの祖先も
古くからお酒をたしなんでいたことがうか
がえます。
最後に、純米酒の原料の一つである水に
ついてです。古くから、良い水が豊富に得
られる場所を選んで酒蔵が建てられている
と言われています。水は、カルシウムとマ
グネシウムの含有試により硬水、軟水に分
類されます。そのうち、硬水で造られたお
酒を「男酒」、軟水で造られたお酒を「女酒」
といい、まるで演歌のタイトルのような呼
ばれ方をしています。更に、日本酒はその
味と香りで大きく 4 つに分類することがで
き、それぞれに合うお料理があります。ま
た、日本酒は飲むだけでなく調味料として
も様々な効用があります。
本日は、お酒にまつわるお話をさせてい
ただきましたが、今後、皆様が懇親会等で
一献傾けながらお酒の話に花を咲かせてい
ただければ幸いです。
✿梶田美佐子署長のご紹介
馬路宏樹プログラム委員長
プロフィールを
ご紹介させていた
だきます。今日は
「暮らしを支える
税」と題しまして
卓話を宜しくお願
い致します。
平成 21 年 税務大学校 総合教育部教授
平成 23 年 関東信越国税 不服審判所
第一部副審判官
平成 25 年 関東信越国税局総務部
税務相談室 主任相談官
平成 26 年 所沢税務署 副署長
平成 28 年 秩父税務署 署長
平成 29 年 関東信越国税不服審判所
管理課 課長
平成 30 年 所沢税務署 署長

＜幹事報告＞
豊田義継幹事
＜報告事項＞
1.先の日帰り美術館（フェルメール展）は
鑑賞の価値がある例会となりました。
夕食は両国の吉葉にてチャンコ料理を
楽しみました。
2.11 月 13 日(火)ＩＭの実行委員会
3.11 月ロータリーレート１ドル 112 円
＜今後の予定＞
①11 月 22 日(木)夜、第３グループの会
長・幹事会（魚一）
②11 月 24 日(土)ロータリーRLI セミナー
嵐山の国立女性会館 （３名出席予定）
③11 月 30 日(金)冬の交通事故防止運動の
出陣式 入間市役所 （２名出席予定）

＜出席報告＞
会員数 出席数
44 名

27 名

金井祐一委員
出席率 前々回修正率
65.85％

事前欠席連絡

72.50%
7名

＜ニコニコＢＯＸ＞
木下登ＳＡＡ
★ようこそ入間ＲＣへ 梶田署長本日の卓
話宜しくお願いします。
「齋藤栄作君、豊田義継君、滝沢文夫君、山
岸義弘君、木下登君」
★古稀のお祝いいただきました。
「大野賢次君」
★結婚しました！クリスマス例会に一緒に
参加いたします。
「白幡英悟君」

●委員長報告
＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長
今日、回覧が回っておりますが、12 月 27
日の蕎麦例会は西山荘にて行います。
蕎麦を打つ方以外は 12 時半迄にお越しく
ださい。又、蕎麦打ちをご希望の方はまた
ご連絡いたしますが、早めにいらして下さ
い。宜しくお願いします。

★早退いたします。
「宮寺成人君、友野政彦君、宮崎正文君」
本日\40,000

累計\408,000

■回覧、配布物
① ハイライトよねやま Vol.224
② 茶の香めーる Vol.71
③ 埼玉県腎・アイバンク協会設立 30 周年
記念誌
④ 2019 年国際ロータリー年次大会参加旅
行のご案内
⑤ 万燈まつり協賛御礼
⑥ 11/26 神田典士&山崎亮トークショウ参
加申込書
⑦ 入間市ゴルフ協会コンペ開催ご案内
⑧ 11/29 入間 RC 第 4 回ゴルフ会出欠席表
⑨ 11/29 西山荘夜間例会出欠表
⑩ 12/6 インフルエンザ予防接種申し込み
⑪ 12/13 クリスマス家族例会出欠席表
⑫ 12/27 蕎麦例会出欠席表
⑬ 他ロータリークラブ週報＆お知らせ
⑭ 入間 RC 週報 17,18,19 号

＜ロータリー美術館＞
宮寺成人館長
フェルメール展に 11 月 15 日上野の美術
館に行って来ました。こちらを 12 時半にバ
スで出発し、2 時 40 分に着きました。20 分
並んでから入り、全部で約 48 点のフェルメ
ールと同時代の画家達の作品を見てからフ
ェルメール 9 点を鑑賞して来ました。
私は帰りに複製画を買って参りましたが、
作品が届くのは三か月待ちとの事でお正月
のロータリー美術館でのお披露目は無理の
様です。ご協力ありがとうございました。
次に IM の実行委員会からご報告いたし
ます。丸広のさくら草ホールで開催しよう
と思ったのですが、時間的に無理と決まり、
1 月 20 日に飯能ヘリテージにて開催と決ま
りました。宜しくお願い致します。

発行 入間ロータリークラブ

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 Tel.04-2964-1700
■Email
iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111
■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員長：水村雅啓
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Fax.04-2965-5788

