
県内クラブ 

例 会 日 

火曜日 
福井南 繊 協 ビル８F 

勝 山 市 民 活 動 ｾﾝﾀｰ

武 生 武 生 商 工 会 館 

若 狭 小浜商工会議所 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

       Pm6:30 点鐘 

月曜日 
福井東  福井厚生年金 

敦賀西  ｻﾝﾋ゚ｱ敦賀 

           Pm7:00点鐘 

水曜日 
福井北 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

敦 賀  

鯖江北 鯖江商工会館3F 

丸 岡 A花咲ふくい 

         丸岡支店 

北陸銀行敦賀支店

J

木曜日 
福  井 ユアーズホテル 

武生府中 JA 越前たけふ 

福井水仙 神明神社 

       Pm6:30 点鐘 

金曜日 
福井西 グラントリア 

三 国 三国観光ホテル 

大 野 リブレ ４F 

鯖 江 鯖江商工会館 

あじさい リバージュアケボノ

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

今日のロータリーソング  今日のロータリーソング  

『 奉仕の理想 』  『 奉仕の理想 』  
  

中田会長 挨拶  

 

 

 

中田会長 挨拶  
本日のお客様は三国税務署長の高野

幸雄様です。 

本日のお客様は三国税務署長の高野

幸雄様です。 

今朝の新聞に埼玉と東京にて、元厚生

事務次官の事件が発生しました。テロ

ではないかと云われていますが、あって

はならないことであり、事件が早く解決

することを願います。 

今朝の新聞に埼玉と東京にて、元厚生

事務次官の事件が発生しました。テロ

ではないかと云われていますが、あって

はならないことであり、事件が早く解決

することを願います。 

11月半ばですが、本日は非常に寒い

です。会員の皆様も風邪を引かないように健康管理に充分に気をつ

けてください。今年も新型のインフルエンザが流行しそうです。 

11月半ばですが、本日は非常に寒い

です。会員の皆様も風邪を引かないように健康管理に充分に気をつ

けてください。今年も新型のインフルエンザが流行しそうです。 

11月16日に親子自然体験教室が開催され坂井市の親子が多数参

加されました。事故もなく終了できたのも、皆様のおかげだと思いま

す。本当にありがとうございました。翌17日には『守ろう さくら１００選

の城山』のフォーラムが開催されました。各団体の皆様のご協力によ

り、よいフォーラムになったのではないかと思います。林田社会奉仕

委員長さんにはこの取組みを続けられますようよろしくお願い致しま

す。社会奉仕委員会の皆様、ロータリアンの皆様本当にご協力あり

がとうございました。 

11月16日に親子自然体験教室が開催され坂井市の親子が多数参

加されました。事故もなく終了できたのも、皆様のおかげだと思いま

す。本当にありがとうございました。翌17日には『守ろう さくら１００選

の城山』のフォーラムが開催されました。各団体の皆様のご協力によ

り、よいフォーラムになったのではないかと思います。林田社会奉仕

委員長さんにはこの取組みを続けられますようよろしくお願い致しま

す。社会奉仕委員会の皆様、ロータリアンの皆様本当にご協力あり

がとうございました。 

  

横山幹事 報告 横山幹事 報告 
  

※ ポリオプラス事業へのご協力 ※ ポリオプラス事業へのご協力 

2010年12月末日まで（３年間）、協力金２０００円／年、各年度１月末 2010年12月末日まで（３年間）、協力金２０００円／年、各年度１月末 

※ ２０１０年度規定審議会提出法案 ※ ２０１０年度規定審議会提出法案 

※ ローターアクト、４地区合同情報交換交流会開催 ※ ローターアクト、４地区合同情報交換交流会開催 

１/25 からすま京都ホテルにて １/25 からすま京都ホテルにて 
  

社会奉仕委員会 林田委員長 社会奉仕委員会 林田委員長 

１６日『守ろう さくら１００選の城山』のフォーラムに多数 

参加いただきありがとうございました。これにて丸岡城の

さくらの調査が終わり、これから委員会で検討して、どの

様にさくらのことを進めて実施するか決めていきたいと思

います。その節は皆さんにもお願いしたいと思いますのでご協力をお願い

致します。早速取り掛かりたいのは、枝垂れ桜の柵を拡げることや芝を取り

除き土をほぐす作業を来年３月に行いたいと思います。 

１６日『守ろう さくら１００選の城山』のフォーラムに多数 

参加いただきありがとうございました。これにて丸岡城の

さくらの調査が終わり、これから委員会で検討して、どの

様にさくらのことを進めて実施するか決めていきたいと思

います。その節は皆さんにもお願いしたいと思いますのでご協力をお願い

致します。早速取り掛かりたいのは、枝垂れ桜の柵を拡げることや芝を取り

除き土をほぐす作業を来年３月に行いたいと思います。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第１５０２回例会 委員会報告 （１１月１９日現在）第１５０２回例会 委員会報告 （１１月１９日現在）
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【出席委員会】 

 

 

 

【ロータリー財団特別寄付】（ABC順・敬称略） 

林田（千）・林田（數）・倉本・中田・下田・下村・高尾・髙嶋・・玉川 

                  （本日13,000円 本年度累計221,000円）  

【米山記念奨学会】（ABC順・敬称略） 

林田（千）・林田（數）・前川・中田・西野・下田・高尾・髙嶋・玉川 

釣部・横山           （本日19,000円 本年度累計317,000円）  

【ニコニコ箱】 ･･（順不同・敬称略） 

 

 

 

中田・・・高野様、本日卓話ありがとうございます。 

横山・・・高野三国税務署長様、本日は卓話ありがとうございます。 

申し訳ございませんが、本日早退させていただきます。 

林田（千）・・16日、17日と大変ご苦労様

でした。又、17日はありがと

林田（數）・・

 

澤田・・・高野 話ありがとうございます。 

うございました。 

前回の欠席と高嶋さん

（2011-12年度）ありがとう、

おめでとう。ご苦労様です。

倉本・・・高野様、卓話ご苦労様です。 

税務署長様、本日は卓

下田・・・高野幸雄様、卓話ありがとうございます。 

高尾・・・親子自然体験教室のご協力、ありがとうございました。 

高嶋・・・今月はロータリー財団月間です。たくさんの寄付受け付けています。 

よろしくお願いします。 

玉川・・・高野様、ご苦労様です。宜しくお願いします。 

釣部・・・高野署長、卓話ありがとうございます。 

山下・・・先日、山田会員より福井ミラクルエレファンツに米一俵を『丸岡ﾛｰﾀ 

ﾘｰｸﾗﾌﾞ有志一同』として贈呈を受けました。ありがとうございました。 

ロータリー財団委員会 髙嶋委員長 

年間１6０ドルをお願いしていますが、現在レートが

100円となっています。月額にすると1300円程度、1例

会で400円程度です。昨年度より５万円程度少なくな

っていますので皆さんのご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

36 28 5 1 2 83.33 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

24,000円 815,000円 747,000円

平成２０年９月３日（水） 
外部卓話 
 『中国植林と 

皆さんの知らない中国の田舎』 
特定 センター 非営利活動法人 地球緑化

   会員 中林亮一様 

笑顔で楽しく！～心の友を得よう！

ht tp ://www.maruoka-rotary .com 

今 週 の例 会   第 １５０３回  

平成２０年１２月３日（水） 
そば打ち体験例会 

今年の新蕎麦を打って食べましょう！

 
指導：ＪＡ花咲ふくいの皆さん 

2008-2009 年度

創立 昭和 53 年 3 月 21 日  承認 昭和 53 年 4 月 6 日

会長 中田一市 幹事 横山茂樹 

N O ， １ ５ ０ ３  

 

次 週 の例 会   第 １５０４回

平成２０年１１月２６日（水） 
 

 財団奨学生卓話 
 『 なぜ、アメリカなのか。 』 
2009-10 年度ロータリー財団 
国際親善奨学金受領予定者 
   近本孝司君（京都西北ＲＣ推薦） 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付のみ 
11/20（木） 武生府中 RC 

11/26（水） 鯖江北 RC 

11/28（金） 福井西ＲＣ 

１２月レート １㌦＝９６円になっています。 

１２月送金いたしますので多くのご寄付をお願い致します。



 

 

 

(事務局） 〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811   ｸﾗﾌﾞ広報委員長 山下健治 
    福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA 花咲ふくい 丸岡支店２F       会報委員長―桑野賢吾 副委員長―竹内一博 委員－髙嶋勝美 
(例会場) JA 花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12 時 30 分 ( 会員数) ３６名    

外部卓話 

 

 

 

本日はお招きいただきましてありがとうございます。皆様方

に日頃から税務行政につきましてご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。 

北陸は日本酒造りが盛んです。清酒を中心としたお酒と税

金の話と致したいと思います。 

お酒には酒税というものがかかっています。私共と致しまし

ては皆さんに沢山のお酒を飲んでいただく、酒税も沢山入

ってきます。酒屋さんも飲み屋さんも儲かる。景気が良くな

れば所得税も法人税も増えるといういい事づくめなのです

けれど、決して飲みすぎて身体を壊さないようにお願いした

いと思います。医療費も沢山かかりますので。 

酒税というと美味しいお酒も不味くなると云われるかもしれませんが、酒類業界

の酒造監督は国税庁が担当しています。国税庁は酒税も徴収しますし、酒造

監督もする二面性を持っています。 

現在の酒税及び免許の制度 

酒税法第１条 酒類にはこの法律により、酒税を課ずる。 

   発泡性酒類 ﾋﾞｰﾙ、発泡酒     ２２万円（１㎘） 

醸造酒類   清酒、果実酒     １４万円（１㎘） 

蒸留酒類   焼酎、ｳｲｽｷｰ     ３７万円（１㎘） 

混成酒類   みりん、甘味果実酒 

日本酒 １升瓶―２１６円 １合―２１円６０銭      これだけの税金です。 

ビール 大瓶－１３９円２６銭  ３５０ml 缶―７７円 

〔発泡酒〕麦芽の使用割合を制限したもの（２５％未満） 

〔第３のビール〕といわれるものは麦芽を使わず、えんどう豆や大豆タンパク等

を使ってビールに似た味を出しているものです。 

税法と商品開発はしのぎあって競っています。 

税金の中で酒税の割合は３％です。その内訳はビールが５１％発泡酒１４％

焼酎１５％清酒５％です。 

免許制度-酒類製造免許、酒類販売業免許の２種類です。 

 

 

 

 

 

P1.ロータリー財団の使命は健康の改善、教育の支 

援、貧困の軽減を通じて、世界平和を目指す。    

財団はロータリーの存在を高める。 

P６．ロータリー財団を知ろう。 

Ｐ８．DDF にて使えること。AED の寄贈、木を植 

 える。車椅子を贈る。公園にベンチを寄贈するなどが適格です。 

P10.奨学金を地元の大学に通う学生に支給することも出来るようになった。 

P18.ロータリー日本財団の動向 

P36.マラリア撲滅に１０年間に３００万㌦の補助金が使われています。 

   マラリアで死亡する人は年間１００万人を超え、その９０％がアフリカの子供

たちです。感染した蚊に刺された人から人へと伝染していく病気です。 

 

 

 

 

 

 

 
2008～2009 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ    笑顔で楽しく！ ～心の友を得よう！～ 

お酒の話あれこれ 

北陸のお酒の特徴  高品質なお酒  

酒造適合米 お米の品種 69.3％を使用している。 

精米歩合  玄米を 62%で精米している 

特定名称酒割合 吟醸酒、純米酒、本醸造酒など 

  全国平均３３％ですが北陸地区では６６％です。   

清酒のラベルを読もう 

 AL 分・・・アルコールの度数 

 原材料・・・原料を表示  

 特定名称・・・吟醸、純米、本醸造など 

 精米歩合・・・低いほど高品質 

 日本酒度・・・＋は辛口、－は甘口 

お手元に日本酒ラベルの用語辞典のコピーがあると

思います。この辞典を参考にお酒の知識を他の人

にうんちくを述べますと皆さんの株がうんと上がると思います。 

三国税務署長 高野幸雄様 

『 お酒と税金 』 

『適正飲酒の 10 か条』 

 談笑しながら、楽しく飲もう 

 食べながら適量範囲でゆっくりと 

 強い酒 薄めて飲むのがおすすめ 

 やめよう きり無く長い飲み続け 

 つくろう 週に二日は休肝日 

 アルコール 薬と一緒は危険 

 許さない、人への無理強い、イッキ飲み 

 飲まないで 妊娠中と授乳期は 

 飲酒後の運動・入浴 要注意 

 肝臓などの定期健診 

お酒の飲み方 

お酒の業界でお勧めなのが【和らぎ水】日本酒を飲みながら水を飲む 

二日酔いを防ぎ、口もさっぱりして料理も美味しくなります。是非、皆さんもして

みてください。 

自宅やオフィスのパソコンからイータックス 

税務署に出かけなくてもイータックス 

マイペースでイータックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ロータリーの友』１１月号のポイント 

北 雑誌・資料委員長 林田千之 会員

   神明神社の北西に

きな「たぶの木」があります。

福井地震の時、丸岡町の大半が

焼けましたが、たぶの木は火の

迫っても火を追い帰し、葉

一枚も焦げることなく無事でし

た。これを見た町民は驚き、や

っぱり神木だと感嘆しました。

我 が 街 散 歩  

古来、丸岡ではたぶの木は守り神木と言い伝えられています。地震まで

は丸岡の北西、金津口門のところに同じような大きなたぶの木がありま

した。また、本多家の菩提寺で後に有馬家の菩提寺白道寺には 5、６本

たぶの木が何百年間堂々と生茂っています。思うに福井口、竹田口にそ

れぞれあったのではないでしょうか 

大

手が


