
 

 

  

 

  

平成３０年 ２月１９日（月）第 1926回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①「地区公示」掲示願い 

第 2650地区 2020－21年度ガバナー 

「地区ガバナー指名委員会」を開催し 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC会員 松原 六郎氏を推薦 

②地区大会における選挙人選出のお願い 

③大雪に際してお見舞 

④2018-19年度ＲＩテーマ 

  ≪インスピレーションになろう≫ 

   ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 

≪他クラブより≫ 

①会報 島原南ＲＣ 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  ロータリーの友（２月号）解説 

 上屋敷 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

20：00 閉会点鐘 

     
 

        

平成３０年２月１９日発行 

本日の例会  

平成３０年 ３月 ５日（月）第 1928回例会 
職場訪問例会  ≪時間場所変更≫ 

 １１：００ 職場訪問 嶺北丸岡消防署 

 １２：００ 例会 食事あります 

平成３０年 ３月１２日（月）第 1929回例会 
外部卓話：福井信用金庫 丸岡営業部 部長 

 中山 隆一郎氏  

 

平成３０年 ２月２６日（月）第 1927回例会 
外部卓話：坂井市丸岡包括支援センター長 

 山道 伊久江氏  

『 地域包括支援センターの役割 』 

★場所：高椋コミュニティセンター ３０１号室 

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 3/8 4/12 6/28 

福井南 RC 火 3/13,27 

福井東 RC 月 3/12 

福井西 RC 金 3/9 

福井あじさい RC 金 3/16 

三国 RC 金 3/2 

敦賀西 RC 木 3/8,15 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 2/22 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/13 

 

この２週間の大雪では皆さんお疲れ様でした。 

福井県豪雪の最中に開幕した冬季オリンピック。

日本人の活躍もあり、盛り上がってます(^^)/ 

 



  

職業奉仕の受益者はロータリアン      ２６８０地区ＰＤＧ 田中 毅 

シェルドンは「He profits most who serves best.は純然たる経営学の理念であり、こ

のモットーは do unto others as you would have them do unto you.（汝の欲するとこ

ろを、人にほどこせ。）即ち、黄金律である。」と述べているそうです。 

自分が金銭を儲け（profit）たいと思うなら、先ず他人に奉仕をすることであり、先に

奉仕があれば、必ず後から報酬が付いてくるという事です。商売に成功する方法は、奉仕

の理念に基づいて継続的に利益をもたらす顧客を確保することです。 

ここでシェルドンの言う service（奉仕）とは、本人曰く「あまりに多くの意味を持っ

た単語なので、一言で言い表すことは不可能です。」と前置きして、「serviceを受けた立 

場から得られる『満足感』である。」とのこと、では、serviceする側からあえて言えば、『貢献』となりましょう。

勿論『奉仕』でも良いと思います。 

シェルドンの定義によると、世に有用な全ての事業に従事することを奉仕と呼んでいますから、自らの事業を通

じて継続的な利益をもたらす顧客を確保することが、ロータリーの職業奉仕と言うことになります。 

職業奉仕の実践とは、奉仕の理念に基づいて、継続的な利益をもたらす顧客を確保するために行うあらゆる活動の

事です。ですから、職業奉仕の受益者はロータリアンという事になります。 

まず、自分の事業を建設的に発展させる事で、対社会的奉仕活動が可能になります。 

 

金 定基 会長挨拶                             ２月５日（月） 

米山奨学金(２月分)授与（王  丽琴さん）       ２月５日（月）  

 

皆さん、こんばんは。先月新年会に参加したばかりと思うくらい月日が経つのは、早いです。初め

て一緒に食事ができ、とても美味しく、そして皆さんと、いろいろお話しができて、うれしかった

です。ごちそうさまでした。今日も雪がすごかったですね。雪が降ると、温泉に行きたくなります。

そして、いよいよ今月の卒業発表が近づいているので、リラックスのことも兼ねて、昨日久しぶり

に友達と４人で温泉に行って来ました。先月の 26 日に福井の伝統工芸品の一つである箸の故郷館

WASAKA へ見学と箸研ぎを体験しに行きました。私自身も箸を切り、一足のお箸を作りました。

きれいでした。修論要旨が書き終わりました。今週中に本論を完成する予定です。あと 2 週間くら 

いですが、卒業まで頑張ります。雪が大変なので、皆さんは気をつけてね。以上です、ありがとうございました。 

 
第９回 理事会 議事録               ２月５日（月）  

【協議事項】    

①３月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

出席理事全会一致で承認 

②3/26～ ４０周年記念事業 タイスラム街自衛消防組織団員

招聘事業について       【東角４０周年実行委員長】 

出席理事全会一致で承認 

③4/22 「バツイチ婚活」事業について【道木社会奉仕委員長】 

 今回はクラブ独自事業にする 

 理事全員より 参加年齢範囲を決めることを提案 

 ⇒委員長了承 

 詳細については、委員会で決定する 

【報告事項】  

①７月～１２月 収支報告 

②３月度理事会 ３/５ 職場訪問例会後開催予定 

 

３月プログラム 

日  時 内  容 

3/5（月） 
祝事 

職場訪問例会  嶺北丸岡消防署 

3/12（月） 
ロータリーの友（３月号）解説  

 下田雑誌広報ＩＴ副委員長 

3/19（月） 
外部卓話 福井信用金庫丸岡営業部 

部長 中山 隆一郎 氏  

3/26（月） 

米山奨学金（３月分）授与 

タイ プラティープ氏  

   スラム街自衛消防組織の団員 訪問 

 



  外部卓話                       ２月５日（月）  

 

 

＜講師紹介＞ 

昭和 55年 4 月 国税局。 

平成 16年 7 月 金沢国税局調査査察部 調査管理課 課長補佐。 

平成 26年 7 月 三国税務署署長。 

平成 29年   福井税務署署長。   竹澤会員の義兄。 

 

・ 三国税務署署長時代以来 3年ぶりの卓話。前回はマイナンバーの話。 

・ 税務署の広報活動で力を入れている税を考える週間とは、 

11/11～17「くらしを支える税」。新聞でのＰＲや租税教室の開催等。 

・ 確定申告。2/16～3/15。個人の所得税や消費税。県内 6つの税務署各 

所で相談窓口を設けているが大変混雑する。電子申告、E-Tax はいつでも申告書を作成できる。一度、チャレ

ンジして下さい。国税庁の HPからのリンクで行ける。知人、友人に伝えて欲しい。 

・ 騒がれたパナマ文書、パラダイス文書とはタックスヘイブンと言われる地域での貯金や法人設立により租税回

避をすること。 

・ 合法ではあるが税金を安くする為に行われている。違法に所得した金銭をマネーロンダリングする等、問題の

ある行為はないかチェックする。 

・ 国際的な取引について、国際的な租税回避行為と言う。各国の法律や金融の手法の違いを利用。度合い、程度

の問題。OECDで世界共通の取扱いを検討中。 

・ ヘイブンとは「天国（ヘブン）」ではなく、「回避、港」の意味。 

・ 日本企業が A国企業に貸付を行った場合、利子分が課税所得して計上される。税率が 20％以下の地域、国をタ

ックスヘイブンと規定。香港やパナマ、オランダ、アイルランド等。タックスヘイブン地域に子会社を設立し、

出資金をだす。そこを介して、A国の企業に貸付を行う。A国企業は子会社に利子を払う。 

・ 日本国としてはそれだけ税収が減ることになる。子会社が事業実体のない、ペーパーカンパニーであるならば、

日本企業の儲けとみなす。 

・ 各国の税制、法律の違いを利用し、税金を安くする。OECDで世界共通のルールを協議中。 

・ 移転価格税制について。80年代の貿易摩擦に起因。図による説明。国税局が他社との比較等から適正価格を決

める。 

・ OECDの加盟国により、BEPSプロジェクトというのが検討されている。 

≪会員感想≫「タックスヘイブン」等、新聞やテレビ等で目にした事柄や図を使用し、分かりやすく説明しても

らえました。                          （文責  瀬野 友伸） 

 

 

東角会員・松井会員・西出会員・三国ＲＣ南会長４名が、奉仕活動事業の為の 

打ち合わせにタイへ訪問中です。 

15 日深夜に関西空港を出発 

⇒16 日早朝にドンムアン空港に到着 

⇒クロントイのプラティープ財団へ 

16 日 9 時〜11 時 今後の事について打合せ 

16 日 11 時〜   カンチャナブリの下見と現地打合せ   

17 日 13 時〜   財団本部でタクワパ−ロータリークラブ会長と 

グローバル補助金について打合せ   

 

 『分かりやすい国際課税』  福井税務署長 伊東秀一氏 

タイへ調査訪問 経過報告            ２月１５日（木）～  



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                     ２月５日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 2 月 5 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000円 533,000円 1,053,000円 

ロータリー財団 13,000円 414,100円 

米山記念奨学会 13,000円 301,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １２名 

金会長  伊東秀一様 寒い中、ありがとうございます。

卓話宜しくお願い申し上げます。 

林田幹事 伊東署長 お久しぶりです。今日はお話楽しみ

です。 

釣部   伊東署長 本日は卓話ごくろうさまです。 

下田   伊東様 卓話ありがとうございます。 

奥村   福井税務署長 伊東秀一様 卓話よろしくお

願いします。 

山下   伊東署長 本日は卓話ありがとうございます。 

倉本   誕生日を自祝して。又妻の誕生日も自祝して。 

水﨑   妻の誕生日を自祝して。我が家には妻の他に２

月生まれがまだ２人います。 

三寺   昨日良いことがありました。ヒミツですけど。

ＲＣありがとう～ 

松井   伊東様 卓話よろしくお願いします。 

瀬野   伊東様 卓話よろしくお願いします。 

竹澤   ひでかずさん 今日は大雪の中、ありがとうご

ざいます。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 
釣部 林田千之 北  下田 金  山下 倉本 

水﨑 松井   竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
釣部 林田千之 北  下田 金  山下 倉本 

水﨑 松井   竹澤 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

2/5 ３５ ２１ １０ １ ３ 65.63% 

【メーキャップ】 2/6～2/16 事務局受付分 

 2/9 福井あじさいRC 柿木 上屋敷 2/5分 

例会日 会員数 出 席 
ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

1/22 ３５ ２０ １ １０ ３ 68.75% 

1/29 ３５ ２１ ０ １２ ２ 63.63% 

 

       松井次年度幹事より 

2/3 キャリエールホテル旅行専門学校にて「My Ｒｏｔａｒｙセミナー」に参加してきました。 

My Ｒｏｔａｒｙ に登録する方法を実際のパソコンを使用して体験してきました。 

 皆さんも、ぜひメールアドレス・パスワードを設定して、My Ｒｏｔａｒｙに登録してください。

今後は、パソコンで、管理する方向に進んでいくと思います。 

 

２月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

2/11  川上会員  51 

2/24   倉本会員  75 

2/28   下村会員   75 

2/28   髙倉会員  59 
会 員 夫 人 誕 生 日 

2/8   倉本 会員夫人  記代子様 

2/10  水﨑 会員夫人  邦子様 

2/11  山岸 会員夫人  奈美子様 

2/26  松井 会員夫人  早苗様 

結 婚 記 念 日 

2/20   上屋敷会員 

 


