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本日の出席率９０.４％：会員数４２名・出席３８名・欠席３名・出席規定免除会員０名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３５名・メークアップ６名・出席規定免除会員１名

　皆さんこんにちは、 明日からロン

ドンオリンピック開幕です。 それよ

り、 ７月２４日、 突然シアトル ・ マリ

ナーズのイチローがニューヨーク ・

ヤンキースに移籍しました。 在籍

約１１年間、 １０年連続２００本安打

以上、 最近は調子が上がらず、

昨年の７月以来打率３割を越えら

れず２割６分台を記録していました。 しかしながら自ら望んでのト

レードと聞き、 また、 ３時間後にはヤンキースの背番号３１で試

合に登場したのは驚きです。 大リーグではトレードが当たり前の

ことですから、 新天地での活躍を期待しております。 これで明

日からのオリンピック開幕がなんとなくかすんでしまったのは、 私

だけでしょうか。

　米軍が日本に配備する垂直離着陸機ＭＶオスプレイ１２機を載

せた民間貨物船 「グリーンリッジ」 が２２日夜、 下関の関門海峡

を通過し、 ２３日朝に山口県岩国に到着。 米軍岩国基地にて一

時駐機し、 機体整備を行い、 その後同基地での試験飛行を経

て、 沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場に配備されるとのこと

です。 今年４月と６月に起きた墜落事故については、 調査結果

が出るまで日本での試験飛行は行わないことで合意しているそう

です。 オスプレイのプロペラエンジンがヘリコプターのように垂

直に立てるまでに、 １２秒かかるといいます。 その時に推進力が

落ちるので、 ４５０メートル下降するそうです。 十分な高度を保っ

ていれば事故は起きないだろうと専門家は言っているようです。

しかし世の中には絶対安全な乗り物は存在しません。 政府は十

分安全性と危険性を配備する地域の住民に説明する必要があ

るのではないでしょうか。

　道教では、 旧暦の一月、 七月、 十月の１５日をそれぞれ上元、

中元、 下元といい、 人間贖罪の日として神様を祀り人々をもて

なしていました。 特に７月１５日の中元は罪を懺悔し許す日とし

て、 贖罪の意味で近所に品物を贈るという習わしがありました。

この風習が日本につたわり、 お盆に祖先の霊を供養する御供え

を送る風習と一緒になって、 今のお中元の贈答が形作られたと

云うことです。

１．例会変更
佐世保西ロータリークラブ
７月３１日（火）１２：３０→１８：３０～
場所 ：ホテルローレライ　

　　　　 夜の例会および姉妹クラブ来日学生歓迎会のため

８月１４日（火）　休会　定款第６条第１節により
佐世保北ロータリークラブ
８月１３日（月）休会　定款第６条第１節により

２．来　　信
・国際ロータリー

２０１３年国際大会にて選挙されるＲＩ理事を選出する第３

ゾーン指名委員会への推薦書式

・ガバナー事務所
①ガバナーノミニー宣言

　 所属クラブ　諫早北ロータリークラブ

　 氏　　　名　 宮崎 清彰君

②新世代部門セミナー開催について

　 日時　８月１８日 （土）　１３時開会

　 場所　西九州大学神園キャンパス

③職業奉仕部門セミナー開催について

　 日時　９月　８日 （土）　１４時～１７時

　 場所　マリトピア

④８月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝８０円

⑤ガバナー月信　ガバナー公式訪問およびクラブ協議会

　 誤記載の訂正のお願い

・直前ガバナー事務所より
　 ガバナー月信１３号掲載情報の確認のお願い

３．伝達・依頼
　○来週８月の第１週の例会は納涼家族例会の為、 ８月４日  

　また話は変わりますが、 いよいよ来月より、 「会員増強月間」

が始まります。 「奪い合うと 足らないけれど　分け合うと　あまっ

ちゃうんだな」 相田みつおさんの言葉です。 市内８ロータリーク

ラブでの会員増強がこのような状況になれば理想的なのです

が、 まずは、 自クラブのことを優先に、 御協力をお願いします。
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本日の合計　　　　   11,000 円

本年度の累計　　　142,000 円

 　　（土） １８時３０分から短縮例会。 会場はグランドベルズと

　　　なっております。 　

　 ○本日第２回理事会を開催いたします。 審議可決議案に

　　　つきましては、 来週か来来週の幹事報告の時間に報告  

　　　 いた します。

　 ○全会員の名刺を作りました。 事業等で自クラブ外団体や

　　　或いは交渉先との名刺交換や自クラブ外ロータリー関係

　　　の会合やセミナー等出席された時の名刺交換に使ってい

　　　ただければと思います。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
皆さん、 こんにちは。 梅雨もあけ、 いよいよ夏本番です。 熱

中症には充分気をつけてください。 本日は、 新入会員卓話

となっています。 山口裕之君、 香月章彦君、 時間は充分あ

りますから、 宜しくお願いします。

鶴田明敏君
誕生日の素敵な記念品ありがとうございました。 親睦活動委

員として素晴らしい若手４人のメンバーと楽しく活動していま

す。 今日で７０歳になりましたが、 若い人の邪魔にならないよ

うに、 ソロソロとついていき , 楽しい活動をしたいと思います。

崎元英伸君
７月１６日で本当に６０歳になってしまいました。

馬場貴博君
先週の週報にてミスが２カ所ありましたこと深く反省し、 頭を

丸めるつもりでいましたが、 私の身代わりに宮崎君に坊主に

なっていただきました。 ニコニコしてお詫びします。

八重野一洋君
皆さん、 こんにちは。 最近めっきり暇になりました…仕事も暇

です。 本日は山口裕之君、 香月章彦君の卓話ですね。 頑

張ってください。

川島千鶴君
明日、 ながさきプレス８月号が販売されます。 その中でおも

てなし、 贈り物のマナーというコーナーで私の原稿が掲載さ

れます。 連動とながさきプレスＨ・ＰやＮＢＣ放送 「トク３」 の

Web でも紹介されました。 良かったら是非ごらんください。

田端茂君
月末間近 !! 業務多忙に付き、 早退します。 山口裕之君、 香

月章彦君、 すみません。

井上亮君
宮崎出張の為、 早退します。

池永隆司親睦活動委員長
来週、 ８月４日 （土） は納涼例会です。 副委員長はじめ委

■ 新入会員卓話 ■
山口裕之君　
　山口裕之と申します。 入会して 2 ヶ

月足らずですのでまだ名前も顔も覚えて

いただいて無いかもしれませんので改め

て自己紹介からお話させていただきま

す。

　「山口　裕之」 と上も下もごく普通のありふれた名前ですので

覚えていただけないかもしれませんが、 山口と言えば私を思

い出して頂ければと思います。

　生まれは佐賀県西有田町で生まれ育ち、 結婚と同時に佐世

保へ来ました。 結婚をしたのは１５年前になります。 出会いは、

長崎、 佐世保青年会議所の方々が阪神淡路大震災の復興

支援へ行かれたのがきっかけで、 私の妻の実家から支援へと

向かわれていました、 支援活動を終えて佐世保へ帰ってこら

れた青年会議所の方々が妻の家族を長崎へご招待頂き、 そ

の時に紹介していただいたのが妻でした。 子供は中学３年生

の長女、 中学２年生の長男、 小学６年生の次女の３人で皆元

気にバスケットをやっております。 趣味は、 最近釣りに行って

いますが中々大物を釣ることができずにいます。

　

　仕事は看板屋で、 自分は看板屋になってから一度も筆を

持って文字を書いたことがありません。 私が入社した時がアナ

ログからデジタルへ移り変わる時で、 社内にパソコンを使える

人がいなくて、 入社してすぐに私がパソコンを使いデザインと

出力とを行うようになりました。 昔は筆で文字を書き人の温かさ

や柔らかさがあったのですが、 最近はパソコンで作った冷たく

感じるようなものばかりになり、 近年はまた手書き風の温かみ

のある看板が増えてきました。 昔、 映画のセットの製作をさせ

ていただいた時に美術監督さんと何度も何度も打ち合わせをし

て作らせてもらったのですが映画の中では１秒とか２秒のシー

ンでした、 それぐらい凄くこだわりを持たれる監督さんで、 時

間とか金額とか関係なくこだわりを持って仕事をするということ

がとても面白く感じました。 自分もこだわりを持った手の込んだ

看板を作りたいと思いますので、 看板を作りたいと思われる方

は私までご相談頂ければと思います。

　最後になりますが、 私が一番若いメンバーだと思いますが１０

年２０年３０年と皆さんのようにいつまでも若々しくロータリー活

動を続けていければと思っております。

員会メンバーが楽しい企画を考え中です。 乞うご期待を !!
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香月章彦君
　佐世保中央ロータリークラブに入会さ

せて頂き、 沢山のご縁を頂きました。

ありがとうございます。

　６月７日の例会の際にもお話しいたしま

したが、 改めて自己紹介からお話しい

たします。 １９６４年 （昭和３９年） ４月１７日に佐世保市峰坂

町に生まれました。 戸尾小、 旭中、 佐世保北高校へ進学し、

大学は福岡大学法学部に進みました。 大学時代はバイクで

遊んでばかりいたため、 ３年次までは 「可山優三」 という成

績でした。 大学４年生のときは円高不況の終わり頃で、 今ほ

どではないものの厳しい就職状況でした。 このまま就職活動し

ても、 希望した職には就けないと考え、 恩師と相談し大学院

へ進学し税理士を志しました。 （祖父が税理士であったことも

自身の背景にあったと思います。 また当時大学院を修了する

と、税理士試験の一部が免除されていた「特典」も魅力でした）

大学院を修了し、 平成２年に祖父の事務所に就職しましたが、

その翌年５月に他界。 その後すぐに諸岡昭二先生に事務所

を承継して頂きました。 大変素晴らしいお客様と恩師、 そし

てスタッフに恵まれました。 そして平成２２年１０月に独立開業

することができました。

　家族は、 残念ながら今は長期入院中ですが１０３歳の祖母、

造船マンであった父、 薬剤師の母、 熊本出身の妻、 中学３

年生で受験生なのにブラスバンドに夢中の長女、 性格が私と

よく似た小学校５年生の長男の７人家族です。

　私の趣味ですが、 いつまでたっても１００を切れないので趣

味と言うのもおこがましいですが、 今のところはゴルフでしょう

か。 先ほどもお話ししましたが、 バイクは今も好きです。 ３０

年ほど前の古いバイクを未だに所有してますが、 残念ながら

電気系のトラブルがあり、 またお客様から 「もう乗るな」 とのご

意見を頂いたことなどの理由で、 友人のバイク屋さんに参考

品？として並んでます。

　さて、 仕事のお話しを少々。 まずは、 事務所の概要です。

自宅と同じ峰坂町にあります。 スタッフは、 祖父の時代からい

る歴２２年のベテランを筆頭に、 大学のゼミの後輩で歴７年目

の者までの男性３名、 女性２名で構成しています。

　税理士の仕事は、 税理士法においては 「依頼者の求めに

応じ、 租税に関する税務代理、 税務書類の作成、 税務相

談をすることができ、 これに付随して、 財務書類の作成、 会

計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行う

ことができる。」 とされています。

　中心的に扱っている税務は、 法人税、 所得税、 消費税、

相続税になります。 税理士事務所は、 法人税とその法人の

消費税の申告のための業務に一年のかなりの時間をかけてい

ます。 所得税の申告や源泉徴収事務関連は年末又は確定申

告期にだけ行いますので、 その直前には必ずリハビリ？を行っ

て、 確定申告期が終わると忘れるようにしています。 これには

理由もありまして、 このところの所得税の改正は非常に多く、

「今年の記憶が来年には使えない」 と言うことも多いからです。

　平成２２年度の新規発生国税の滞納税額は６,８３６億円 ( うち

消費税３,３９８億円 )。 過去からの累積残高１４,２０１億円 ( うち

消費税４ ,２５６億円 ) もあります。 累積は僅かながら減少して

います。 これは、 最近ドラマになりました国税徴収職員の努

力もあるのでしょうが、 景気が減速していて、 申告額そのもの

が減少していることや、 資金繰りに窮している方が増えている

ことが原因と考えられます。 私どものお客様の中にも、 納税

相談に行って、 分割での納税をされている方もいらっしゃいま

す。 最近の税理士事務所の仕事には、 このような方のための

税務当局へのアプローチは勿論のこと、 金融機関への借入

金のリスケジュール （債務返済の繰延） 支援なども含まれて

います。

　また、 事務所の業務ではなく税理士会の仕事になりますが、

租税教室を小学校・中学校・高校・大学などで行っています。

先日も母校の教壇に立つことができました。 何とも不思議な感

覚でした。

　最後に、 忘れていた趣味のお話しをもう一つ。 二年ほど前

から、 健康管理のためウォーキングを始めました。 走るのは

得意ではないので、 歩いています。 先日、 自分の実力を試

すため、 妻とともに佐世保島原ウルトラウォークラリーに参加し

ました。 残念ながら妻は愛野でリタイヤしましたが、 私は２３時

間かかってゴールすることができました。 ラリーの途中、 フェ

イスブックに友人、 知人から沢山の励ましの言葉を頂きました。

これには非常に勇気づけられました。 大変感謝しています。

妻の完歩につきあうため、 来年も参加することにしています。

　本日は、 私のへたくそなお話しにおつきあい頂きまして、 あ

りがとうございました。

ＳＡＡ：長富寿人君／音響：山瀧正久君
次回例会／８月４日１８：３０～・納涼例会

場所／グランドベルズ佐世保
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