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 皆さん、こんにちは。寒さ

も日に日に増しております

が、元気でお過ごしでしょう

か？先週11月20日（土）は、

水俣ＲＣの創立50周年記念式

典が「あらせ」にて開催され

ました。人吉ＲＣの50周年記念式典には水俣

ＲＣより10名の登録を戴きましたので「是非

10名以上は参加を、」とお願い致しましたと

ころ、14名の登録を戴き感謝いたしておりま

す。ただ急遽仕事が入ったり病院に行かなけ

ればならなくなったりで参加出来なくなられ

た方々もありましたが、10名の参加を戴き心

より感謝申し上げます。 

 午前11時に薩摩瀬の高山パスト会長のお店

の駐車場をお借りし出発致しました。今回

は、人吉中央ＲＣのメンバーも一緒にマイク

ロバスで葉山会員の運転のもと水俣に向かい

ました。12時30分点鐘、国家「君が代」から

スタート、会長式辞、県知事挨拶(代読)、宮

本水俣市長、木下光一ガバナーと挨拶されま
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したが、第六分区のみの参加で粛々と式典が

挙行されました。参加は芦北ＲＣ、出水Ｒ

Ｃ、出水ＲＣは水俣ＲＣが親クラブという事

で全員登録だったのではないかと思います。

それに人吉中央ＲＣ、多良木ＲＣ、人吉Ｒ

Ｃ、といったスリムな式典でした。それか

ら、熊本西ＲＣが来年25周年という事で案内

に来られておりました。続いて水俣ＲＣのあ

ゆみを山田実行委員長が報告されました。水

俣ＲＣは先ほど述べました様に鹿児島県出水

ＲＣ、大口ＲＣのスポンサークラブであり素

晴らしい実績を積まれているクラブであるこ

とを感じました。現在は会員数29名で頑張っ

ているクラブであります。50周年記念事業と

して九州新幹線・新水俣駅にイスを贈呈され

ました。そのほか、年代ごと報告されました

が、水俣ＲＣも地域に根ざした奉仕活動を実

践されており、少ない会員でも頑張っておら

れる事をあらためて感じた次第です。 

 14時より祝宴に入り16時には終了。帰りも

葉山会員に運転をお願いし、人吉に帰って参

りました。参加戴きました会員の皆様、葉山

会員ありがとうございました。 

 11月25日（木）昨日ですが、前例会でご案

内戴きましたＲ情報委員会の３年未満の新人

研修会をひまわり亭で開催戴きました。 

 Ｒ情報委員会の浦田会員がリーダーとな

り、新入会員に答えて戴いたアンケート、 

 ①人吉RCに入会して良かった事、②人吉RC

に入会して困った事、③ロータリークラブの

事で分からない事 を基に研修戴きました。   

 私は勉強会と言っていたのですが正式には

「情報集会」と言うのだそうです。教えるの

では無く、一緒に情報を知りあうと言うのが

「情報集会」なのだそうです。また一つ、私

の宝袋に入りました。 



 新入会員の青木会員、岩本光義会員、漆野

会員、尾上会員、鳥井会員、永江会員、馬場

会員、平田会員が参加戴き、Ｒ情報委員会よ

り片岡委員長、高嶋副委員長、浦田会員そし

て中島ガバナー補佐エレクト、渡辺幹事、中

川で参加いたしました。 

 研修の中でＲ財団、米山奨学会の寄付の方

法についての問題が出て参りましたが、分か

りやすく研修戴きました。Ｒ財団について、

「３分間情報みたいに一つ一つお知らせ戴い

た方がよい。」と提案もありました。和田財

団委員長さんよろしくお願い致します。 

 今回は、多くの新入会員に参加戴きました

が、残念ながら参加出来なかったメンバーも

次回このような情報集会があれば、是非、参

加を希望致します。 

 また、昨日は人吉ＲＣ夫人の会を開催いた

しました所、多くの参加を戴きありがとうご

ざいました。皆様に感謝致します。よろしく

お伝え下さい。 

 さて、本日の例会は、尾方パスト会長のご

紹介で人吉税務署の山口孝浩署長さんに「Ｉ

Ｔ化・国際化と税」の演題で卓話を戴きま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

 2010-2011年度RIテーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

   渡辺洋文幹事 
 
【連絡事項】 

①水俣ロータリークラブより創立50周年記念 

 式典の出席のお礼が届いております。 

②日本百名城人吉お城祭り実行委員会「全体 

 会議」の報告が届いております 

③平成23年人吉市新年名刺交換会打ち合わせ 

 の案内が届いております。 

④ロータリー家族月間「清掃活動」「募金活 

 動」についての案内が届いておりますので 

 ローターアクト立山委員長にお渡し致しま     

 す。 

【例会変更】 

 八代東RC 12/23と12/30→例会取り止め 

【本日の回覧】 

 なし 

【本日の配布】 

 人吉ＲＣ2636回会報  

 

   

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】    塚本哲也委員 

 ゴルフ愛好会開催変更のお知らせと忘年会

のご案内です。先週の例会で12月のゴルフを 

12日開催とお伝えしましたが、この日はロー

タリー家族月間行事開催日と重なりましたの

で、５日に変更します。ご了承ください。 

 それから12月の第2週例会は親睦委員会行事

の忘年会を開催します。ローターアクトと合

同です。18時30分より例会、19時から忘年会

になります。出欠のＦＡＸを２日木曜日まで

にご返信ください。 

  

 

    平田フク委員 

 

【プログラム委員会】 

 

     外 部 卓 話 

 

講師紹介 尾方芳樹会員 
 
 
  講 師 人吉税務署長 山口孝浩様 

   生年月日 昭和29年7月4日生56歳 

  出身地 大分県玖珠町 

  趣 味 旅行・街歩き 
 
 ―職歴―  

昭和48年4月 熊本国税局総務部総務課 

平成14年7月 熊本国税局法人課税課課長補佐 

平成15年7月 税務大学校研究部教授 

平成17年7月 熊本国税不服審判所副審判官 

平成19年7月 熊本国税局消費税課長 

平成20年7月 国税庁熊本派遣主任監察官 

平成22年7月 人吉税務署長 

本日の出席率 

会   員   数   71名   73.13% 

出 席 免 除 4名 1 1 / 1 2例会出席率  77.61％ 

欠 席 者 数 18名 補  填  数 15名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

  岩井・馬場・延岡・高山・田上・宮山・和田・愛甲英 

  木村・宮原・牛島・赤池・外山・齊藤・友永・堀 

  大賀・蓑田 

＊出席免除 定款第9条第3節(b) 増田，愛甲康，石蔵，鳥越 

＊メークアップ 

水俣ＲＣ50周年式典；中川・渡辺・片岡・中島・和田 

          赤池・浦田・高嶋・大久保・宮原 

          伊久美・浅野・葉山・板井 

人吉ＲＡＣ例会；立山         



に、近年は、情報技術の発達に伴い、イン

ターネットを利用した電子商取引が急速に進

展するとともに、国境を越えた電子商取引が

個人レベルでも日常的に行われており、ま

た、経済活動のグローバル化に伴い、国境を

越えた多様な経済行動が生じていることか

ら、電子商取引や国際的租税回避などに的確

に対応するため、ＩＴ取引・国際取引に対す

る調査体制の充実に取り組んでいるところで

す。 
 
（ＩＴ化に関する取組） 

 国税庁のＩＴ化施策としては、インター

ネットを利用してオンラインで申告・納税が

行えるｅ-Ｔａｘ（国税電子申告・納税システ

ム）の利用促進を重点項目として取り組んで

いるところです。このほか、国税庁ホーム

ページでの「確定申告書等作成コーナー」や

「タックスアンサー」など、納税者利便の向

上や情報提供等による納税者サービスの充実

に取り組んでいます。ここで、ｅ-Ｔａｘにつ

いて簡単に説明させていただきます。 

 これまで書面で行われていた所得税、法人

税、消費税などの申告や、法定調書の提出な

どについてインターネットを通じて手続が行

えるものです。また、ペイジー(Pay-easy）に

対応したインターネットバンキングやＡＴＭ

などを利用することで、全税目について金融

機関に出向かずに納税を行うことができま

す。更に、新しい電子納税の方法として「ダ

イレクト納付」が平成21年９月から利用可能

となりました。 

 ｅ-Ｔａｘを利用しますと、税務署や金融機

関に出かける必要がなくなるため、時間や紙

の節約にもなるほか、現金等を持ち歩く必要

がないので安心であり、特に、源泉所得税の

納付や消費税の中間申告・納付など利用機会

の多い手続の場合は、メリットが大きいと思

われます。 

 ｅ-Ｔａｘの利用により、事務の省力化、

ペーパーレス化につながり、国税当局にとり

ましても、申告書収受、データ入力事務の削

減などの直接的な効果があるほか、文書管理

コストの低減等、税務行政全体の効率化が図

られることになります。 

 申告の必要がある方は是非ご利用下さい。 
 
（国際化に関する取引） 

 経済社会の国際化が一層進展している中で

海外取引関連の調査事績を見てみますと、調

査件数及び１件当たりの申告漏れ所得金額

は、年々増加する傾向にあります。国税当局

では、海外取引を行っている納税者及び海外

 

     ＩＴ化・国際化と税 

 

 

         人吉税務署長 山口孝浩様 

 国税庁では、毎年、11月11

日から17日までの１週間、国

民の皆様に税務行政に対する

理解と信頼をより深めていた

だくことを目的として、「税

を考える週間」を設けていま

す。今年のテーマは、昨年に

引き続き「ＩＴ化・国際化と税」として、こ

れまで国税庁が行ってきたＩＴ化・国際化に

関する取組を紹介したことろです。本日は、

その取組の概要についてお話させていただき

ます。 

 

（税務を取り巻く現状） 

 我が国の社会経済構造は、近年の少子化・ 

超高齢化の進展やグローバル化の進展などに

より急速な変化が進んでいます。そのような

中、個人や企業による申告件数は近年著しく

増加しており、また、経済活動においても、

ＩＴ化・国際化が著しく進展するなど税務行

政を取り巻く環境は、質・量ともに厳しさが

増してきています。 
 
（申告納税制度を支える２つの柱「納税者 

 サービス」と「適正・公平な税務行政の推 

 進」) 

 我が国の税金は、納税者自らが、申告を行

うことにより税額を確定させ、この確定した

税額を自ら納付する｢申告納税制度」を採用し

ています。この申告納税制度が適正に機能す

るためには、第一に納税者が高い納税意識を

持ち、憲法・法律に定められた納税義務を自

発的かつ適正に履行することが必要です。 

 国税庁では、申告納税制度を支える２つの

柱として｢納税者サービス」と｢適正・公平な

税務行政の推進」を掲げて取り組んでいま

す。 

 １つの柱である「納税者サービス」の充実

策としては、広報活動や租税教育をはじめ、

税務相談や税務手続における利便性の向上な

ど、様々な納税者サービスの充実を図ってお

り、その一環として「ＩＴ化」に取り組んで

います。 

 後１つの柱である「適正・公平な税務行政

の推進」については、納税者に対して、的確

な指導や調査を実施するとともに、厳正・的

確な滞納整理を実施していることろです。特



資産を保有している納税者について、あらゆ

る資料情報を収集・分析をし、積極的に調査

に取り組んでいます。 

 近年では、いわゆる個人富裕層と呼ばれる

人々の間において、国際的な取引が盛んに行

われるようになっています。 

 日本の「居住者」は、所得が生じた場所が

国内か国外かを問わず、そのすべての所得に

ついて所得税を納める義務がありますが、海

外で得た所得は日本で申告しなくてもいいと

誤解している納税者の方々もいます。 

 国税庁としては、納税者の皆様に対して、

国外所得についても適正に申告していただく

よう周知に努める一方、国際取引の分野に対

して的確な調査に努めています。 
 
（最後に） 

 先程、申告納税制度を支える２つの柱につ

いて申し上げましたが、申告納税制度が適正

に機能することが国税当局のみでは成しえる

ものではなく、広く国民の皆様のご理解・ご

協力が必要です。綱領で「有益な事業の基盤

として奉仕の理想を鼓舞…」することを掲げ

られておられるロータリークラブの会員の皆

様に、ご理解・ご協力をいただけることは何

よりでございますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 本日は貴重な時間をお借りしましてありが

とうございました。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長  

・伊久美会員 11月15日の球磨カントリー倶 

 楽部の理事会におきまして理事長に推挙さ 

 れ、就任致しました。地元の理事長ですの 

 でどうぞ御利用頂きますようお願い致しま 

 す。               10,000 

・尾方会員 伊久美さん、球磨Ｃ.Ｃ理事長就 

 任おめでとうございます。山口税務署長あ 

 りがとうございました。      2,000 

・中川会長 人吉税務署長様、卓話ありがと 

 うございました。Ｒ情報委員会の情報集会 

 ありがとうございました。夫人の会参加あ 

 りがとうございました。      2,000 

・大久保会員 ○球磨Ｃ.Ｃの理事長に就任さ 

 れました伊久美パスト会長おめでとうござ 

 います。 

 ○山口人吉税務署長様、卓話ありがとうご 

 ざいました。           2,000 

・(水野.浅野)会員 伊久美パスト会長、球磨 

 Ｃ.Ｃ理事長就任おめでとうございます。山 

 口署長、ありがとうございました。 2,000 

・堤脩会員 早退します。      1,000 

・有村会員 熊本出張のため早退します。 

                  1,000   

 ニコニコ･ごめんねカード11/26合計20,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】  伊久美寛志副委員長     

・浦田会員 今月11月10日で入会歴32年とな 

 り、お陰様で健康にも恵まれ出席100％を続 

 けております。会員皆様の友情と健康に感 

 謝して。             ＄100 

・鳥井会員 長男の孫がニューヨークで誕生 

 しました。先月会いに行って来ました。間 

 違いなく日本男児でした。我家にとっては 

 大きな喜びですので寄付します。  ＄100 

 

     点 鐘   中川貴夫会長 

     

 

    

 

     11月25日(木）開催  

     夫人の会 熊本市 
  
         夫人の会 中川信子会長 

 本年度の夫人の会は、11月25日22名の参加

でバスを貸し切り、熊本市内まで出かけてき

ました。新町の松葉で美味しい和食のランチ

をいただいた後、県立美術館で「アンコール

ワット展」を鑑賞してきました。 

 ひとりひとりに自己紹介やロータリー、家

族の事などを話してもらったり、ランチの間

もバスの中でもおしゃべりで盛り上がり、親

睦を深めることができました。会員の皆様

と、参加して下さった夫人の会の皆様のお陰

で楽しい一日を過ごすことができました。 

大久保典子夫人より皆さんへ写真をいただき

ました。有難うございます。 


