2022-23 堀川ガバナー年度地区役員の皆さん、よろしくお願いします！
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１０回例会記録（通算第 2872 回）
令和３年（2021）年１１月８日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」

会長報告（玉田光識君）
来訪者紹介
足立知弘様
（2720JapanO.K.ロータリーE クラブ）
作守順子様（宇土 RC）

皆さま、こんにちは。今年度 10 回目の例会です。今回のテーマ
は「税務調査」です。あまり関係ない方もおられるかもしれませ
んが、お付き合いください。
税務署の年度始まりは 7 月です。この秋にある税務調査はじっ
くりと時間をかけて調査するようですね。税務調査は嫌なもので
す。社長さんは嫌がりますよね。我々税理士もあまり楽しいもの

今日の例会

ではありません。よく質問されるのですが、
「調査を受けない方法

1 今日の歌

はないですか？」答えは「ない」です。
「先延ばしは出来ますか？」

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 第2 回クラブ協議会

出来ますが断ることはできません。
「日程の調整は？」当然出来ま
す。税務署の調査官は本業の邪魔をしてはいけません。予定があ
れば当然、調整は可能です。
「社長はずっといなきゃダメですか？」

今月・来月の行事
12/6 年次総会・忘年会＆歳祝い会
＠ホテル日航熊本「天草」

そんなことはありません。外出 OK です。本業優先です。調査の初
日最初だけお付き合いください。
最初は世間話などしながら会社の状況など聞き取りします。

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

もし何か出た場合に「修正申告は出さなきゃダメなの

○西南 RC～定款に基づき休会

か？」出さなくても OK です。内容に不服なら「更正」

[日

してもらい、税務署と戦うことも出来ますが、何かと大

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

変です。「注意する点は？」ウソや隠し事は、だめです

[日

ね。本当にわからないものは「解らない」で OK です。

○中央 RC～定款に基づき休会

調査官も人間です。社長を信用してもらうのが一番です。

[日

以上、会長報告です。

程] 11 月 25 日（木）12：30～
程] 11 月 25 日（木）12：30～
程] 11 月 26 日（金）12：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12 月 1 日（水）12：30～

出席報告（原 裕一君）
定例理事会報告（玉田光識君）
会員数

出席数

出席率

６４名

４５名

７１．４３％

1.12/6（月）年忘れ家族会について
⇒前年同様、新型コロナウィルス感染拡大防止のため家

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

族の参加はなし、「忘年会＆歳祝い会」とすることが
承認されました。

欠席記録免除者 1 名

2.新年会について

０名（会員数には含まれません）

⇒1/11（火）松葉にて開催が承認されました。（オーク
ションなし、新入会員歓迎会も併せて開催を検討）

幹事報告（馬場大介君）

3.ベトナム新型コロナワクチン基金への寄付について

1.堀川貴史ガバナーエレクトより「2022－23年度地区役

（第2720地区 国際奉仕部門より）

員委嘱状」が届いております。

⇒詳細確認の上、再検討。

2.姫路南 RC より10月週報が届いております。

2022-23年度地区役員委嘱伝達式

例会変更のお知らせ

・星野誠之君（地区財団委員会 委員長）

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更

・喜讀宣友君（筆頭地区副幹事）

[変更前] 11 月 16 日（火）12：30～

・倉嵜保広君（地区副幹事）

[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～
[場

・古財良一君（地区副幹事）

所] 神園山荘

・原

○江南 RC～職場訪問のため日程場所変更

・新田義正君（地区副幹事）

[変更前] 11 月 17 日（水）12：30～

・谷口英樹君（地区副幹事）

[変更後] 11 月 18 日（木）11：00～
[場

・三好正太君（地区副幹事）

所] 桜の馬場 城彩苑

・馬場大介君（ガバナー月信編集委員会 委員長）

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更

・園田修司君（ガバナー月信編集委員会 委員）

[変更前] 11 月 17 日（水）12：30～

・網川

[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～
[場

所] 神園山荘

○りんどう RC～合同例会のため時間場所変更
[変更前] 11 月 18 日（木）13：00～
[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～
[場

所] 神園山荘

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 22 日（月）12：30～

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 22 日（月）18：30～

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 11 月 24 日（水）18：30～
[変更後] 11 月 26 日（金）12：30～
[場

裕一君（地区副幹事）

所] ホテルキャッスル
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久君（ガバナー月信編集委員会 委員）

渕田俊郎パスト会長報告

力があります。ロータリークラブがポリオ根絶の活動
をしていることは知っていましたが、何も知らないの
と同然だと気付かされました。ポリオがどんな病気で、
どんな治療方法や予防方法があり、現在のどの国に感
染が続いているのかを知ると身近にできることはな
いかと考えさせられます。ご一読をお薦めします。

皆さま、こんにちは。本日はスペシャルオリンピック

縦書き P.4「デジタル技術」

ス日本・熊本の竹屋様、原様とともに「2022年 SON 全国

昨年 11 月に岐阜の中津川にて開催されたデジタル産

大会・広島、熊本選手団派遣支援 ワンコイン募金のお

業企画展の東京工業大学栄誉教授 末松安晴氏による

願い」をさせていただきます。SO 活動を支えているのは

講演要旨が記載されてます。大半が光通信のデジタル

ボランティアと善意の寄付です。詳細はお手元の資料を

技術に関する専門的な内容となっており、とても難読

ご覧いただければと思います。これを契機に多くの方に

ですが、そこから導かれるデジタル技術の無限の可能

活動を知っていただき、ご支援をいただけますと幸いで

性には度肝を抜かれます。会員の皆様のテレワーク、

す。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

AI の導入・活用状況はいかがでしょうか。もはやなく
てはならないもの、あたりまえのものになっているの

新入会員自己紹介 2回目（野田和宏君）

ではないでしょうか。個人的には、一人で集中する時
間と人と会って話をする時間の使い方が格段に上達
したのではないか思います。デジタル技術の導入には
投資が必要ですが、記事を読むと、想定以上のリター
ンがあると断定できるほど、技術の開発進度は著しい
と思いますので、積極的に導入を進めたいところです。

皆さま、こんにちは。11月1日に入会いたしました、

P.14「友愛の広場」大津東ロータリークラブの記事

野田市兵衛商店の野田です。ロータリークラブの皆さま

女性会員が 4 割、理事会では半数が女性とのことで、

には父、母ともに大変お世話になっております。特に熊

何年もかけて女性会員を増やす活動をされたようで

本南 RC は大変思い出深いところと聞いております。10

す。創立 50 周年記念の 2022 年のカレンダーが掲載さ

年以上前になると思いますが、亡くなった父が会員の頃、

れていますが、表紙が女性会員の写真で飾られており、

熊本南 RC でタイに連れて行ってもらった記憶がありま

華やかで、活き活きとした表情が素晴らしく感じます。

す。私は大学卒業後、県外で就職し2016年に熊本に帰っ

女性特有のコミュニケーション能力、空気を読む力は

てきました。その後父が急逝し、会社は母親が代表を引

現在の社会、企業に最も必要とされている能力です。

き継いでいましたが、今年8月2日に株式会社野田市兵衛

「女性活躍社会は来るのか」と題した記事となってお

商店の代表は私に交代しました。代表になって数ヶ月で

りますが、すでにその社会は来ており、もはや男女の

まだまだ分からない事ばかりですが、今回のようなたく

概念なく動いている分野もあることを感じます。

さんのご縁を大切に頑張ってまいります。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

●スマイルボックス（林田公治君）

委員会告
●雑誌委員会（中嶋亜志火君）
○足立知弘様（2720JapanO.K.ロータリーE クラブ）Ⅱ
本日は所属する E クラブについてお話させていただく
ことに感謝してスマイルいたします。
○作守順子様（宇土 RC）
横書き P.8「ポリオワクチン投与を経験して」

皆さま、こんにちは。週末は地区 RYLA 委員会で天草

今月はロータリー財団月間ということで、ポリオワク

の御所浦へ行ってきました。土曜は雨でしたが日曜は

チン投与を体験されたロータリアン、ローターアクタ

とてもよいお天気でした。熊本南 RC より地区 RYLA 委

ーのインタビュー記事が掲載されてます。投与活動が

員会へ出向されている三角前委員長、網川さん、そし

始まったきっかけやインドでの投与活動の様子、それ

て撮影班の古財さんの日頃の行いがきっと良いのだ

ぞれの帰国後の活動など、体験に基づく言葉には説得

ろうと感謝しスマイルいたします。
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○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

各ロータリーE クラブは一つの地区に割り当てられま

久君

すが、会員は、ロータリーが存在する国や地域ならど

本日ご来訪の作守順子様を歓迎します。また、卓話者

こに住んでいても構いません。

2720JapanO.K.ロータリーE クラブの足立知弘様の卓

「E-クラブの運営方法」

話楽しみにしております。E クラブのお話ということ

例会は毎週 1 回、24 時間、ホームぺージ上で開催しま

で勉強させていただきます。

す。クラブの全ての会務はホームページ上で行い、各

○堀川貴史君・喜讀宣友君・河津延雄君・森本康文君

自が 1 週間以内にホームページに掲載されているロー

告坂和紀君・松茂信吾君・林田公治君

タリーの理念や奉仕活動実践などを閲覧し、それに対

宇土 RC 作守さんのご来訪を心より歓迎いたします。

する意見を書き込んだり、自分自身の体験談や参加し

また、2720JapanO.K.ロータリーE クラブ 足立さんの

た奉仕体験などを書き込むことにより例会とします。

卓話を大変楽しみにしております。どうぞよろしくお

また時には、双方向の討論会などの形式を伴うことも

願いいたします。

あります。

○古財良一君

基本的にはホームページ上でのお互いのコミュニ

本日の来訪者 竹屋さん、原さんを歓迎します。竹屋

ケーションとなりますが、時には、会員一同が親睦の

さんはオハイエの仲間です。原さんは十数年前、私が

ために実際に顔を会わしての会合を持つこともあり

プログラム委員長の時卓話に来ていただきました。皆

ます。

さん、ぜひ募金をよろしくお願いします。
○久峨章義君・後藤

奉仕活動の実践は会員が個人的に行うか、あるいは

博君・德永隆正君。野口泰則君

近隣のロータリークラブの活動に参加するか、あるい

九州学院、駅伝連覇おめでとう。作守さんようこそ。

は地区単位で行う大々的な奉仕活動などに参加する

○三角雄介君

ことによって行う事と致します。

作守さんがスマイルしてくれたのでスマイルします。

また、日本国内はもちろん世界中のリアルなロータ

RYLA よろしくお願いいたします。

リークラブを自由に訪問することもでき、どのクラブ
のロータリアンとも親しく友情を深める事ができま

●外部卓話（松茂信吾君）

す。

「ロータリーE クラブについて」

そして、日本の特質かもしれませんが本 E クラブで

足立知弘様（2720JapanO.K.ロータリーE クラブ）

は、地域別情報集会を定期的に開催し、face to face,
hand to hand, heart to heart によるロータリーの研
修の場と親睦を深められる会合を行っております。
「クラブの理事」
役員・理事は理事会メンバーとして活躍することとな
ります。理事会は審議機関でありクラブ内において、

「E-クラブとは」

最高の自主管理権を持ち、総会を最高の議決機関とす

ロータリーE クラブとは、オンラインで例会を開くロ

る一般の常識はロータリーには適用されておらず、理

ータリークラブです。6 年間の試験期間を経て、2010

事会がすべての議案に関する先議権を持ち、クラブ事

年 6 月 30 日より、ロータリーE クラブは正式に国際ロ

項に関する理事会の決定は最終決定となります。

ータリーの加盟クラブとなりました。
ロータリーE クラブは、例会をオンラインで開くこ

【例会予定】

とを除けば、基本的にほかのロータリークラブと変わ

11/22（月） 定款に基づき休会

りません。従来のクラブと同じ指針と手続きに従いな

11/29（月） 外部卓話 永里敏秋様

がら、奉仕プロジェクトを実施したり、ロータリー財

（KM バイオロジクス㈱）

団を支援したり、会員間の親睦を楽しんだりします。

12/6（月）

年次総会・忘年会＆歳祝い会

身体的事情、地理的事情、仕事のスケジュールなど

12/13（月） 外部卓話 岩上孝二様

の理由で、決まった時間の週例会に行くことができな

12/20（月） 会員卓話 三好正太君

いという事業・専門職・地域のリーダーにとって、E

12/27（月） 定款に基づき休会

クラブは、ロータリークラブ入会の可能性をもたらす
選択肢となります。
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