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■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／村木 茂 幹事／安井 一男 会報委員長／浜 博英 会報副委員長／村角 末義
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 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

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1230 回例会報告 （4 月 20 日）

＜本日のプログラム＞
第 1231 回例会／2011 年 4 月 27 日
本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ」（韓国語）
標

語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」
「地域を育み 大陸をつなぐ」

奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我らのロータリー ロータリー

■ロータリー・ソング

SAA 谷口会員

■来賓紹介

SAA 久富会員

本日の卓話ゲスト

■出席者報告
第 1230 回例会

話
「震災支援活動について」
中川 建司 会長エレクト

「地域を育み、大陸をつなぐ」

SAA 生尾会員

伊丹 RC
菅本会員夫人
花原会員夫人

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣

卓

■司会進行
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東淀川税務署 総務課
課長 島嵜 直子 様
冨田 茂 様
菅本 千代子 様
花原 久子 様
SAA 生尾会員
2011 年 4 月 20 日

会員数 37 名
出席率 81.08％
出席数 25 名
欠席数 7 名
出席免除会員数 5 名
第 1229 回例会（4/13）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 81.08%
4/05 井内会員
4/23 横山会員
4/23 櫻井会員
4/27 松本（圭）会員
4/23 松本（正）会員
2010～11 年度

国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

新大阪ロータリークラブ

■会長の時間

片岡

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

重裕
（会長代行）

飯原会員、生尾会員、片岡会員、北野会員、
櫻井会員、中川会員、久富会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

8,000 円
178,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、生尾会員、片岡会員、北野会員、
櫻井会員、中川会員、久富会員、山本会員
本日の合計
今年度累計
菅本会員マルチプル PHF+４認証おめでとうございます！
生尾会員 PHF 認証おめでとうございます！
少し、震災関連の話をさせていただきます。皆さんは、ハ
ーバード大学のマイケル・サンデル教授をご存知です
か？私も昨日知ったところですが、教授は、NHK の「マイ
ケル・サンデル 究極の選択」大地震特別講義日と題して
１６日に放送されましたが、日々の生活の中で起こり得る出
来事の中から、絶対的な答えのない究極の選択を学生た
ちにぶつけ、「君ならどうする？」と投げかけてきます。彼は
今回の震災という事態を受け、今日本がおかれた状況に
対してこそ、世界の若者たちが、意見を述べ「私たちが何
をすべきか」を考えるべきだと考え、新たな指針を探って世
界の人々と日本を激励してくれています。
さて、今直面している原発について考え見てください。皆さ
んは、
１． 今の生活を維持できるよう原発はやむなし
２． 安全性を第一に辛抱できるところは辛抱する
どちらを選択されますか？
世代によって選択は違うようです。
ロータリー雑誌月間についてですが、ガバナー月信でロ
ータリーの友代表委員の井川孝三さんが書かれています
が、ロータリアンには、三大義務があります。会費の納入、
例会出席、それとロータリー雑誌の講読です。雑誌を読む
ことにより幅広い奉仕を知るために、自分の所属するクラ
ブばかりでなく、自分のクラブのある地区ばかりでなく、自
分の国ばかりでなく、世界中のクラブの活動やロータリアン
のことを知ることができます。
どうか身近にロータリー雑誌を置いてください。
以上です。ありがとうございました。

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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8,000 円
179,000 円
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■SAA

告
遠藤 会員

伊丹 RC 冨田 茂様 お世話になります。
櫻井会員 前回欠席のお詫び。
菅本会員 会長・幹事・会員の皆様お見舞い有
難うございました。
花原会員 天王山お花見ハイク楽しかったです
ね。サントリー桂工場のプレミアムビ
ールが大変おいしかったです!!
浜 会員
妻の一周年記念会（法事）を無事に
行いました。その節は皆様にお世話
になりました。
久富会員 一寸嬉しいことがありました。
■幹事報告

幹事 安井 一男

① 入院中の村木会長の手術、4 月 18 日に無事終
えました。順調に回復されれば、６月に復帰され
る予定です。本人の希望によりお見舞いは御遠
慮願います。
② 自宅療養中の小林会員は、まだ体調が回復しな
いので復帰までもう少し時間がかかります。本人
の希望によりお見舞いは御遠慮下さい。
③ 会友の辻本先生に、お嬢さん（ニューヨーク在住）
が出産。ニューヨークで出産を立ち合われたそう
です。おめでとうございます！
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④ 来年度、ＧＳＥ スリランカ訪問の団員を募集中。
ロータリー関係者と御家族以外で 25～40 歳の方
募集中。会員の社員もＯＫです。お問い合わせ
は事務局まで。
⑤ 東日本大震災義援金累計報告
～4/13 214,000 円
更なるご支援お願いします。

■東日本大震災義援金報告

卓

４月２０日 ５７，０００円

話

こんなことしています！「税務広報広聴官」
東淀川税務署 総務課長
島嵜 直子 様

取組状況を効果的に提供するために、記者発表を行うこと
があります。毎年７月１日に行われる「路線価の記者発表」
では、新聞各社・NHK・テレビ・ラジオの記者の前で、県内
最高路線価等について説明します。
また、形態は違いますが、著名人（ゴルファー・野球選手）
による確定申告や e-Tax をしている場面の提供です。メデ
ィアに取り上げてもらうことで大きな効果があります。
庁が作成するポスターにおいても、女優を使用したもの
には人気があります。
次に、②インターネットを通じた広報活動ですが、多くの
方がインターネットを利用していることから、国税庁でもホ
ームページに力を入れて、税法から申告手続き、公売情
報、税の学習コーナー、「Web-Tax-TV」など充実を図って
おります。
もう一つ、広報官の重要な仕事に、③「租税教育」があり
ます。小・中・高校・大学・一般の方々に、税の意義や役割
を正しく理解してもらい、税に関心を持ってもらうために、
国・県・市で租税教育推進協議会を作り、租税教育用の教
材を作ったり、講師を派遣したりなどの活動を、広報官が
中心となって行っています。
また、校長先生や教育委員会の方から、教育現場の現
状を聞いたり、租税教室の講師となるための「講師養成講
座」の開設も広報官の仕事です。
このような「税務広報広聴官」の仕事は、国税職員の使
命の一つである「納税者サービス」の充実を図ることにあり
ます。
もう一つの使命である「適正・公平な税務行政の推進」に
も繋がります。
私たち国税職員は、働く部署は違っても、同じ使命を持
って取組んでおります。
今後とも税務行政に対しまして、皆様のご理解・ご支援を
よろしくお願い致します。

次週５月４日(水・祝日)
は例会 休会です。
税務署というと「厳しい調査」「容赦のない取立」と怖いイ
メージを持たれる方がいますが、調査・徴収以外にも〝こ
んなことしています″ということで、「税務広報広聴官」の仕
事について紹介します。
「税務広報広聴官」の仕事は、国民の皆様に、税の意義
や役割を正しく認識してもらうために、わかりやすく的確に
広報すること、国民の皆様からの意見や要望をお聞きして
（広聴）、税務行政の改善に反映させることです。
「税務広報広聴官」は、大阪国税局８３署を８つのブロッ
クに分けて、神戸・姫路・東・堺・上京・大津・奈良・和歌山
の８署に２人ずつで、合計１６名が任務についております。
その１６名のうち半分を女性が占めております。
広報官の主な取組としては３つあります。
まず、①マスメディアを通じての情報提供では、当局の
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■事務局よりお知らせ
ゴールデンウィーク期間中４月２９日（金）～５月５日（木）
まで、 事務局は休業させていただきます。
ご用の節は富田携帯もしくは幹事までご連絡下さい。
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国際ロータリー会長
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

本日のメニュー

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

震災支援メニュー
浅利貝と芹のスープ
すずきのサルティンボッカ
サラダ
(サニーレタス、レタス、キドニービーンズ)
珈琲

次回のプログラム

第 1232 回例会／2011 年 5 月 11 日

社会奉仕委員会より

◆挨

引き続き震災義援金のご寄付を
よろしくお願いします。

拶
「サワッディーカップカ」（タイ語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓話の時間
ひったくり防止キャンペーン
シール貼付作業
社会奉仕委員会

予定表

月

日
４

５

６

曜日

２７

水

２９
４
１１
１４
１８
２１
２５
１

金
水
水
土
水
土
水
水

予定

時間他

第１２３１回 例会 「震災支援活動について」中川会長エレクト
於 大阪コロナホテル
１８：３０～ 委員会活性化に関する意見交換会・次年度委員長会議
～５/５（木） 事務局休業
MU 受付なし
例会休会 （祝日・みどりの日）
第１２３２回 例会 ひったくり防止キャンペーン シール貼付作業 １３：３０～定例理事会
「ひったくり防止キャンペーン」 関西スーパー瑞光店
１６：００～
第１２３３回 例会 外部卓話（花原会員担当） 大阪みどりのトラスト協会 １３：３０～絵画クラブレッスン
米国ルイジアナ州 ニューオーリンズ
～２５日（水） 国際大会
第１２３４回 例会 ライフリバー 畑野 研太郎 先生
第１２３５回 例会 外部卓話 「我が国の入管行政」
１３：３０～定例理事会
元大阪高検検事長 中尾 巧弁護士
イラスト提供：イラスト素材桜屋・風と樹と空とフリー素材他

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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