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■■■ 例会プログラム ■■■
卓 話 者
例会日
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紹介しました。
平田も、若い人たちが「このようにしたらいいんじゃないか」と提案した事を
出雲税務署
国税庁の取り組み～その取組
一歩ずつ本気で実現させていくことが必要だ。そのアイデアが、大したことで
11 月 15 日
署長 三宅 朗 様
方針と各種施策について
なくても、実現させていくことが大切だ。若い人たちが「自分たちが町を変えて
11 月 22 日 休 会
いくことが出来る」と信じられるきっかけを、数多く町に作っていくことだ。大した
ロータリー財団委員会
ことでないと思うことでも、一回ずつやっていくと、大したことが出来るようになっ
ロータリー財団月間に因んで
11 月 29 日
委員長 槇野良文
ていく。
忘年例会
12 月 6 日 割烹温泉 ゆらり 18：30～
時代が、変わってきている。昔は先輩にちょっと反対されたぐらいではへこた
■■■ 出席報告 ■■■
れなかった。「なにくそ」と思って、立ち向かって、いろいろな事業を実現してき
会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率
た。しかし、残念ながら「面白くないから、違うコミュニティで楽しくやればいい」
44
26
18 (5)
66.67 %
－ %
と、その地域から消えていく若い人達が出てきた。
寛容性が大切な時代になってきている。「地域は我々若手が変えて行くこ
■■■ 欠席者 ■■■
河原／原孝／原伸／加藤／飯塚俊／石原俊／松浦／三好／園山 とが出来る」それを本気で信じることが出来る若手を生み出すかどうかは、若
大島淳／久家／杉原／山口（山根／牧野／遠藤／岩浅／大谷厚） 手自身の問題ではなく、むしろ、ベテランの立ち居振る舞い、ベテランのあり
■■■ 来訪者 ■■■ な し
方が、鍵だと思う。地域を本気で考えることが出来る若人を育てるような平
■■■ メークアップ ■■■ な し
田であって欲しい、と結ばれました。
************************************************************
平田で活動するロータリークラブは、地域課題に対してどのように向き合っ
■■■ 次回例会受付当番 ■■■
ていくのか。会議所 70 周年イベントが、明日の平田を作る最初の第一歩だ
（11 月 29 日） 大谷良治／持田祐輔／大谷厚郎
とすれば、ロータリーもそれに協調していくことも大切かと感じた次第です。会
（12 月 6 日） 清原正幸／佐々木哲也／園山 繁
議所と平田高校は協定書を取り交わしました。今回の事業が、今後の継続
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
的取組の出発点として位置付けられたあり方に、とても共感を覚えたところ
出雲中央 11/26(－) 12/10
です。案外、私たちの未来に直結する取組かもしれない、そのように感じた
月
松江南 11/19 12/17 12/31
12/17 12/31(－)
出来事でした。
火

出雲

演 題

松江しんじ湖 11/20 12/11
12/25
松江 12/19 12/26
松江東 11/22 12/20
12/27(－)

■■■ 幹事報告 ■■■
１．例会変更
木
(－) ； ビジター受付 なし
○ 大社 RC 12/12(水) 忘年家族会 18：30～ 会場：ゆたか亭
ビジター受付
11：30～12：30 事務局
金 出雲南 12/21 12/28(－)
２．休
会
■■■ 会長挨拶 ■■■
○ 大社 RC 12/26(水) 定款による
11/11～11/17 は「税を考える週間」です。今日は、ゲストスピーカーとして、
ビジター受付
な し
この 7 月に出雲税務署署長として赴任された三宅朗様をお迎えしました。
後ほど「国税庁の取り組み～その取組方針と各種施策について」と題して、 ３．次期クラブロータリー財団委員長研修会
地区補助金管理セミナーのご案内
お話をいただきます。
日 時
２０１８年１２月９日(日) １２：１５ ～ １４：３０
さて、今日の私の話は、先週11 月9 日平田商工会議所創立70 周年記
会
場
出雲ロイヤルホテル
念事業で感じたことをお話します。当日午後、平田高校では、2 年生が、地
出席者
クラブ会長エレクト 次期幹事
域課題解決学習という授業の一環としてその解決策を発表しました。全部
次期クラブロータリー財団委員長
で、３０ブース近くあったでしょうか。「灘分あずきの活用」「商店街活性化策」
当クラブ
釜屋治男次期副会長
杉原朋之次期幹事
「空き家対策」等クラス別でテーマ設定がしてありました。
恒松克己次期ロータリー財団委員長出席致します。
これと、会議所 70 周年とどのように繋がっているのか、山崎亮氏の講演を
通じて少しずつ分かってきました。山崎氏の演題は、「いつか帰る君たちのた ４．古瀬俱之地区ガバナーエレクト国際協議会、伊藤文利パストガバナー
めに～母川回帰～」。氏は、コミュニティデザイナー。地域課題を地域に住む
2019 年規定審議会ご出席壮行会のご案内
人達が解決するためのコミュニティデザインに携わり、近隣の事例では、海士
日 時
２０１８年１２月９日(日) １６：００ ～ １７：５０
町の地域振興策、平田、伊野地区のまちづくりに関与されたということです。
会 場
出雲ロイヤルホテル
「平田のまちづくりに何が必要か？」というテーマに対して、泉佐野市の緑地
出席者
会長・会長エレクト・幹事・次期幹事
公園を作ってきた実例を挙げ、お金だけでなく、住民参加、時間という軸も
当クラブ 小汀泰之会長 來間 久幹事
必要ではないかと解き、時間を資本と考えて、公園を作るということに、市民
釜屋治男次期副会長 杉原朋之次期幹事出席致します。
を参加させる仕組を作り、10 年をかけて住民が生み出してきたアイデアを毎 ５．上記研修会・セミナー・壮行会及び第１回ガバナー補佐会(同日開催)
年実現してきたこと、またそれが、予算の大きな縮減効果を産みだしたことを
佐々木哲也次期ガバナー補佐 出席致します。
水 大社 12/12

12/26(－)

■■■ スマイル ■■■
小汀 （本日は出雲税務署長 三宅 朗様、総務課長 諏訪智也様、石飛
朗雄様、ようこそお出かけ下さいました。スピーチよろしくお願い致しま
す。）
黒田 (税務署長他皆様をお迎えして。)
飯塚大(お茶会のご案内をさせていただきます。よろしければどうぞお運びくだ
さい。)
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■
「国税庁の取り組み
～その取組方針と各種施策について」
出雲税務署署長 三宅 朗 様
適正・公平な税務行政の推進
税務行政の運営の考え方… 「正直者に
は尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」
－調査において重点的に取り組んでいる事項
～適正・公平な税務行政の推進～
～富裕層に対する適正課税の取組み～
－無申告事案への対応
－高度情報化への対応
－査察調査
－確実な税金の納付
－国際的な取引への対応
酒税及び酒類行政～酒税の保全と酒類業の健全な発達～
〇酒税の保全を図る観点から、酒類の製造及び販売業については、免許
制度が採用されており、これを適正に運用
〇酒類業の所管省庁として、酒税の保全と酒類業の健全な発達を図るた
め、消費者や酒類産業全体を展望した総合的な視点から、様々な取組
を実施

