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本日　２月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「高知の宿泊・宴会における新型コロナウイルス感染拡大の影響」

親睦委員会 委員長 中西　克行 会員

次週　２月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「お口から見えてくる風邪の予防とは」

西内　俊介 会員

第2482回　例会報告／令和３年２月３日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。昨
日は、124年ぶり、明治
30年以来の２月２日の節
分でした。地球の公転が、
我々が考えている365日
で１周ということではな

いということで、全く実感はありませんが、
理解するしかないようです。私たちが若いこ
ろにはありませんでしたが、昨日は得月樓さ
んの恵方巻きをいただきました。その恵方巻
きに金箔が載せてあり、久し振りに目にする
本物のゴールドの輝きでした。何か良いこと
が訪れるといいのですが。
　ロータリーと金に関する話題をネットで検
索してみると、ほとんどがロータリーグッズ
の内容でした。検索の低い所では漢字の金、
補助金とか寄付金といったものが出てきます。
つまり、ネット上の情報を参考にするとロー
タリーにとって金、ゴールドというのはそれ
ほど重要な要素ではないという認識に至りま
した。
　今月は平和構築と紛争予防月間です。日本
の高知に居ながらにして、全世界の紛争予防
を画策し、世界平和の構築に寄与するという
行動は、雲を掴むような、得体の知れないも
のに思えます。しかし、ロータリーに関わる

ことで、その一端に触れ、僅かながらも貢献
しているという現実があります。私たちの会
費の一部はロータリー平和センターの運営に
繋がっていますし、学生の長期・短期の交換
プログラム、米山奨学金は若い世代を中心に、
文化などの違いを超えた交流の中で、平和の
礎となる友情を育んでいると確信しています。
２月号の「ロータリーの友」には被爆者の証
言や平和センターに関わる記事が載っていま
す。そこから自分のとるべき行動を選ぶまで
の道のりはかなり遠いのですが、既にそこに
関係していると思えば、我が事として捉える
ことができるのではないでしょうか。ゼロの
状態から何かを選ぶのではない、ゼロから動
き出すのではなく既に動いているというふう
に発想の転換をしてみてはいかがでしょうか。
　今日の卓話は、市川さんの「私の履歴書」
です。後ほどよろしくお願いいたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエンさんに
　奨学金をお渡ししました。
◇委嘱状伝達
　柳澤光秋会員
（2021－2022年
度　指名委員
会委員、規定
審議会委員、

　　管理委員会委員）
　永野正将会員
（2021－2022年度　国際奉仕委員会長期交
換委員会委員）

　山村一正会員
（2021－2022年度　ロータリー財団補助金
VTT小委員会委員）

　竹村克彦会員
　（2021－2022年度　短期交換委員）
◇親睦委員会より
　２月７日土佐カントリークラブでゴルフコ
ンペを開催いたします。７時半集合です。関
さんと西山さんのお世話で優待券をいただい
ています。表彰式は会長の了解を得て２月17
日の例会で行いますので、よろしくお願いい
たします。

◇２月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　福岡満喜子　　中平真理子
•配偶者誕生日
　今西由美子　　鬼田　綾子
　佐野　節子　　広瀬　賀弓　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　前田　　紀
•家庭記念日
　野志　征生　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　𠮷永　光男　　松岡　英雄
•入会記念日
　中平真理子
◇国際奉仕委員会より
　書き損じ葉書の回収について、79枚、4,610
円。手数料を引き総額は4,215円を送金いた
します。ご協力ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　来週の寒梅夜間例会開催方法について、県
内では、昨日の新規感染者ゼロということで
取り消す理由にはならないだろうと考えてい
ます。得月さんの大広間で、ソーシャルディ
スタンスも取れるということで、そのあたり
を考慮して後の理事会で決定いたします。い
ずれにしても、開催はいたします。なお、香
長クラブさんの出席者はゼロで、東クラブの
みの開催となります。
◇幹　事　報　告
・２月のロータリーレートは1ドル104円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

月末には法人税の報告。相続税の申告や事業
承継税制支援や暦年贈与を活用した法人の株
式評価、企業のM＆Aや組織再編、またこの
新型コロナ対策として、国の持続化給付金や
県の雇用維持特別支援給付金、市の事業者支
援給付金等の給付支援や申告期限の延長申請、
固定資産税の減免申請なども行っています。
　私は須崎の出身ですので、須崎商工会議所
へ税務支援に行ったり、公益活動として高知
市から行政改革推進委員会委員の委嘱を受け
ています。
　税務調査の立ち合いでは、いかに納税者を
弁護するかということに気を張っています。
正当な処理をしていても、事実関係について
正しく納税者が表現できない場合は私が税法
の知識を生かして納税者の主張を代弁するよ
うにしています。偽装して経費を作ったり売
り上げを除外したりすると罰則が大きくなり
ます。日頃から会計税務には経営者も注意を
し、内部監査などをしたらよいかと思います。
今の時期は所得税の確定申告等々で、税理士
にとっては繁忙期ですが、コロナ禍の影響で、
今年も去年同様、申告所得税、贈与税及び個
人事業主の消費税の申告の納付期限が４月15
日までに延長されました。
　私の父は既に他界していますが、かつての
国税庁税務講習所出身で我妻栄、番場嘉一郎、
井上久弥といった当時の一流の学者に税法や
周辺の学問領域を学んだと聞いています。母
は銀行の出身、妻はピアノやエレクトーンの
講師、兄は公認会計士として、東京のEY新
日本有限責任監査法人のパートナーをしてい
ます。
　私は小さい頃は、前の川で魚を取ったり虫
を取ったり生き物の観察が好きな子でした。
小学校のときは将棋部の部長をしていました。
小学校５、６年生では、受験勉強のため、毎
晩塾に通っていました。土佐中に入学後、１
年生でソフトボール部に入部しました。運動
神経がないので投球は変だし、守備も上手く
ありませんでしたが、バットの素振りなど練
習は一生懸命しました。１年上の代が強くて
岐阜に連れて行ってもらって、全国大会で３
位になったことを思い出します。今も税理士
会でソフトボールをしています。
　高校は土佐高校で部活は生物部に入り、熱

帯魚を育成しました。他に植物の組織培養に
取り組んで人参のクローンを作ろうとしたの
ですが、失敗してカビがいっぱい生えてし
まったことを覚えています。
　大学は早稲田の法学部に入学。周りは司法
試験を受ける人が多く、私も弁護士をと思い
ましたが、家が税理士事務所なので、兄に日
商簿記３級ぐらいは取れと言われて大学１年
生で資格を取り、そこから税理士の道へと傾
倒していくことになります。税理士になるに
はまずは法人税、その前に商法、商法の理解
には民法がいるということで、民法研究会と
いうサークルに入りました。週一回ディベー
ト形式で教授を招いて民法総則の議論をした
り、我々のサークルが担当して、代理母を題
材に裁判劇をしたりしました。商法ゼミでは
会社法を、宇和島出身の奥島孝康先生に学び
ました。ここもディベート形式のゼミで飲み
会も勉強もきついゼミでした。一つ上に菊間
千乃さんがいました。国会議員の山本有二さ
んも同じゼミの出身です。
　あるとき、東北大学から早稲田に東大出身
の教授が来ると、しかも、国際租税法という
新しい分野の専門であると。これは興味深い
分野だと思い、ゼミを受けることにしました。
先生の名前は、水野忠恒教授。教授は政府税
制調査会の委員で、学説でいえば通説・判例
です。ゼミの中では大島訴訟、サラリーマン
税金訴訟といった租税判例を数々読みました。
そのうち、反対学説の勉強もしたいと思いは
じめ、税法学の北野弘久教授に師事して納税
者の権利論を学びました。本当に大教授で先
駆的な先生でしたが、納税者の権利を守ると
いう学説が法律の立法に影響を与えて国税通
則法の改正があり、税務調査の開始終了手続
きが明文化されて、法律が改善されたことは
大変うれしく思っております。今、税理士会
では納税者権利憲章の制定というものを国に
建議しています。
　その後、私は専門学校に行き、税理士試験
の勉強をして最終的に合格したのは30歳のと
きでした。親の事務所を手伝いながら試験に
通り、税理士登録をしたのが32歳。父からは
税務の実務を学び、ゴルフも親子で一緒によ
く行きました。父が亡くなってから数々の税
務調査を一人でこなす中で、父の偉大さが今

　まず最初にお詫びを申し上げます。昨年の
年末、税務調査の立ち合いがあり、税務署と
の交渉に明け暮れていましたが、調査先の社
長が新型コロナウイルスに感染したため、私
は会食に出ることができなくなりました。新
人でありながら、皆さまには大変なご迷惑を

おかけしたこと、申し訳ありませんでした。
　私は越前町で税理士と行政書士をしており
ます。税理士は父から引き継いで、父と合わ
せると60年近くになり、100年企業からする
と折り返し点を少し過ぎたところです。会計
処理のチェックや税務相談、申告書の作成、

更ながら分かるようになりました。これから
税理士としてどのようにしていくか、自分自
身に問われていると思います。
　この度、ロータリーに入会させていただき
ましたが、ロータリーの奉仕の理念は税理士
の使命にも通じるものがあると思います。い
かにして納税者に喜んでもらえるか、納税者

に奉仕できるかっていうことを常に自問自答
しながら、奉仕の理念をロータリーで学んで
いきたいと思います。そして、皆さまと親睦
を図る中で奉仕の理念が見えてくるのではな
いかと思っています。今後とも、皆さまには
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　

•竹村克彦　124年振りの節分の日の昨日、
県内の新たな感染者ゼロに上昇気分でニコニ
コへ。　　
•西村美香　先週、社会奉仕委員会よりお知
らせさせていただいた赤い羽根テーマ型募金
にさっそく温かいご寄付やお問い合わせいた
だきまして、ありがとうございます。３月31
日まで受け付けておりますので、お構いない
方はご協力のほどよろしくお願いいたします。
•寺尾正生　ホームクラブ欠席続きのお詫び。
今年は出席続きとなるよう頑張らせていただ
きます。スーツ・シャツ・靴、エトセトラ、
体重増による被害総額を考えると健康の大切
さが身にしみます。
•水上　元　今週末オープンのラン展から始
まる牧野の春をお楽しみください。　
•福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。後期高齢者になり横文字、カタ
カナ言葉に苦戦しています。
•今西　博　２月１日、妻の誕生日でした。
花をありがとうございます。昨年から飲み会

がなく家で妻と過ごす時間が多いので、大事
にしたいと思います。
•鬼田知明　妻、バースデー祝いのお礼。
•佐野博三　妻の誕生日ありがとうございま
す。
•広瀬雅彦　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。入会記念でいただいたランの花も
先日再び花を咲かせました。
•西森やよい　夫の誕生祝いのお花ありがと
うございます。もうすぐ沖縄の単身赴任も終
わります。帰ってくるのが待ち遠しいです。
•沖　卓史　家内の誕生祝いをありがとうご
ざいます。
•浦田健治　結婚記念の祝いのお品ありがと
うございました。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございました。
•𠮷永光男　新結婚記念日品のお礼。年数を
数えると信じられない。何時も新婚の気持ち
を忘れないでいます？
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。
•中平真理子　入会祝い、お誕生日祝いダブ
ルでありがとうございます。福岡さん、前川
さんと入会したのが昨日のようです。いつも
金本さんのお顔が浮かびます。　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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弁護するかということに気を張っています。
正当な処理をしていても、事実関係について
正しく納税者が表現できない場合は私が税法
の知識を生かして納税者の主張を代弁するよ
うにしています。偽装して経費を作ったり売
り上げを除外したりすると罰則が大きくなり
ます。日頃から会計税務には経営者も注意を
し、内部監査などをしたらよいかと思います。
今の時期は所得税の確定申告等々で、税理士
にとっては繁忙期ですが、コロナ禍の影響で、
今年も去年同様、申告所得税、贈与税及び個
人事業主の消費税の申告の納付期限が４月15
日までに延長されました。
　私の父は既に他界していますが、かつての
国税庁税務講習所出身で我妻栄、番場嘉一郎、
井上久弥といった当時の一流の学者に税法や
周辺の学問領域を学んだと聞いています。母
は銀行の出身、妻はピアノやエレクトーンの
講師、兄は公認会計士として、東京のEY新
日本有限責任監査法人のパートナーをしてい
ます。
　私は小さい頃は、前の川で魚を取ったり虫
を取ったり生き物の観察が好きな子でした。
小学校のときは将棋部の部長をしていました。
小学校５、６年生では、受験勉強のため、毎
晩塾に通っていました。土佐中に入学後、１
年生でソフトボール部に入部しました。運動
神経がないので投球は変だし、守備も上手く
ありませんでしたが、バットの素振りなど練
習は一生懸命しました。１年上の代が強くて
岐阜に連れて行ってもらって、全国大会で３
位になったことを思い出します。今も税理士
会でソフトボールをしています。
　高校は土佐高校で部活は生物部に入り、熱

帯魚を育成しました。他に植物の組織培養に
取り組んで人参のクローンを作ろうとしたの
ですが、失敗してカビがいっぱい生えてし
まったことを覚えています。
　大学は早稲田の法学部に入学。周りは司法
試験を受ける人が多く、私も弁護士をと思い
ましたが、家が税理士事務所なので、兄に日
商簿記３級ぐらいは取れと言われて大学１年
生で資格を取り、そこから税理士の道へと傾
倒していくことになります。税理士になるに
はまずは法人税、その前に商法、商法の理解
には民法がいるということで、民法研究会と
いうサークルに入りました。週一回ディベー
ト形式で教授を招いて民法総則の議論をした
り、我々のサークルが担当して、代理母を題
材に裁判劇をしたりしました。商法ゼミでは
会社法を、宇和島出身の奥島孝康先生に学び
ました。ここもディベート形式のゼミで飲み
会も勉強もきついゼミでした。一つ上に菊間
千乃さんがいました。国会議員の山本有二さ
んも同じゼミの出身です。
　あるとき、東北大学から早稲田に東大出身
の教授が来ると、しかも、国際租税法という
新しい分野の専門であると。これは興味深い
分野だと思い、ゼミを受けることにしました。
先生の名前は、水野忠恒教授。教授は政府税
制調査会の委員で、学説でいえば通説・判例
です。ゼミの中では大島訴訟、サラリーマン
税金訴訟といった租税判例を数々読みました。
そのうち、反対学説の勉強もしたいと思いは
じめ、税法学の北野弘久教授に師事して納税
者の権利論を学びました。本当に大教授で先
駆的な先生でしたが、納税者の権利を守ると
いう学説が法律の立法に影響を与えて国税通
則法の改正があり、税務調査の開始終了手続
きが明文化されて、法律が改善されたことは
大変うれしく思っております。今、税理士会
では納税者権利憲章の制定というものを国に
建議しています。
　その後、私は専門学校に行き、税理士試験
の勉強をして最終的に合格したのは30歳のと
きでした。親の事務所を手伝いながら試験に
通り、税理士登録をしたのが32歳。父からは
税務の実務を学び、ゴルフも親子で一緒によ
く行きました。父が亡くなってから数々の税
務調査を一人でこなす中で、父の偉大さが今

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 市川　哲司 会員

　まず最初にお詫びを申し上げます。昨年の
年末、税務調査の立ち合いがあり、税務署と
の交渉に明け暮れていましたが、調査先の社
長が新型コロナウイルスに感染したため、私
は会食に出ることができなくなりました。新
人でありながら、皆さまには大変なご迷惑を

おかけしたこと、申し訳ありませんでした。
　私は越前町で税理士と行政書士をしており
ます。税理士は父から引き継いで、父と合わ
せると60年近くになり、100年企業からする
と折り返し点を少し過ぎたところです。会計
処理のチェックや税務相談、申告書の作成、

更ながら分かるようになりました。これから
税理士としてどのようにしていくか、自分自
身に問われていると思います。
　この度、ロータリーに入会させていただき
ましたが、ロータリーの奉仕の理念は税理士
の使命にも通じるものがあると思います。い
かにして納税者に喜んでもらえるか、納税者

に奉仕できるかっていうことを常に自問自答
しながら、奉仕の理念をロータリーで学んで
いきたいと思います。そして、皆さまと親睦
を図る中で奉仕の理念が見えてくるのではな
いかと思っています。今後とも、皆さまには
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　

•竹村克彦　124年振りの節分の日の昨日、
県内の新たな感染者ゼロに上昇気分でニコニ
コへ。　　
•西村美香　先週、社会奉仕委員会よりお知
らせさせていただいた赤い羽根テーマ型募金
にさっそく温かいご寄付やお問い合わせいた
だきまして、ありがとうございます。３月31
日まで受け付けておりますので、お構いない
方はご協力のほどよろしくお願いいたします。
•寺尾正生　ホームクラブ欠席続きのお詫び。
今年は出席続きとなるよう頑張らせていただ
きます。スーツ・シャツ・靴、エトセトラ、
体重増による被害総額を考えると健康の大切
さが身にしみます。
•水上　元　今週末オープンのラン展から始
まる牧野の春をお楽しみください。　
•福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。後期高齢者になり横文字、カタ
カナ言葉に苦戦しています。
•今西　博　２月１日、妻の誕生日でした。
花をありがとうございます。昨年から飲み会

がなく家で妻と過ごす時間が多いので、大事
にしたいと思います。
•鬼田知明　妻、バースデー祝いのお礼。
•佐野博三　妻の誕生日ありがとうございま
す。
•広瀬雅彦　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。入会記念でいただいたランの花も
先日再び花を咲かせました。
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うございます。もうすぐ沖縄の単身赴任も終
わります。帰ってくるのが待ち遠しいです。
•沖　卓史　家内の誕生祝いをありがとうご
ざいます。
•浦田健治　結婚記念の祝いのお品ありがと
うございました。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございました。
•𠮷永光男　新結婚記念日品のお礼。年数を
数えると信じられない。何時も新婚の気持ち
を忘れないでいます？
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。
•中平真理子　入会祝い、お誕生日祝いダブ
ルでありがとうございます。福岡さん、前川
さんと入会したのが昨日のようです。いつも
金本さんのお顔が浮かびます。　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。昨
日は、124年ぶり、明治
30年以来の２月２日の節
分でした。地球の公転が、
我々が考えている365日
で１周ということではな

いということで、全く実感はありませんが、
理解するしかないようです。私たちが若いこ
ろにはありませんでしたが、昨日は得月樓さ
んの恵方巻きをいただきました。その恵方巻
きに金箔が載せてあり、久し振りに目にする
本物のゴールドの輝きでした。何か良いこと
が訪れるといいのですが。
　ロータリーと金に関する話題をネットで検
索してみると、ほとんどがロータリーグッズ
の内容でした。検索の低い所では漢字の金、
補助金とか寄付金といったものが出てきます。
つまり、ネット上の情報を参考にするとロー
タリーにとって金、ゴールドというのはそれ
ほど重要な要素ではないという認識に至りま
した。
　今月は平和構築と紛争予防月間です。日本
の高知に居ながらにして、全世界の紛争予防
を画策し、世界平和の構築に寄与するという
行動は、雲を掴むような、得体の知れないも
のに思えます。しかし、ロータリーに関わる

ことで、その一端に触れ、僅かながらも貢献
しているという現実があります。私たちの会
費の一部はロータリー平和センターの運営に
繋がっていますし、学生の長期・短期の交換
プログラム、米山奨学金は若い世代を中心に、
文化などの違いを超えた交流の中で、平和の
礎となる友情を育んでいると確信しています。
２月号の「ロータリーの友」には被爆者の証
言や平和センターに関わる記事が載っていま
す。そこから自分のとるべき行動を選ぶまで
の道のりはかなり遠いのですが、既にそこに
関係していると思えば、我が事として捉える
ことができるのではないでしょうか。ゼロの
状態から何かを選ぶのではない、ゼロから動
き出すのではなく既に動いているというふう
に発想の転換をしてみてはいかがでしょうか。
　今日の卓話は、市川さんの「私の履歴書」
です。後ほどよろしくお願いいたします。
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◇来訪ロータリアン及びお客さま
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　奨学金をお渡ししました。
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VTT小委員会委員）

　竹村克彦会員
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◇親睦委員会より
　２月７日土佐カントリークラブでゴルフコ
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しながら、奉仕の理念をロータリーで学んで
いきたいと思います。そして、皆さまと親睦
を図る中で奉仕の理念が見えてくるのではな
いかと思っています。今後とも、皆さまには
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　

•竹村克彦　124年振りの節分の日の昨日、
県内の新たな感染者ゼロに上昇気分でニコニ
コへ。　　
•西村美香　先週、社会奉仕委員会よりお知
らせさせていただいた赤い羽根テーマ型募金
にさっそく温かいご寄付やお問い合わせいた
だきまして、ありがとうございます。３月31
日まで受け付けておりますので、お構いない
方はご協力のほどよろしくお願いいたします。
•寺尾正生　ホームクラブ欠席続きのお詫び。
今年は出席続きとなるよう頑張らせていただ
きます。スーツ・シャツ・靴、エトセトラ、
体重増による被害総額を考えると健康の大切
さが身にしみます。
•水上　元　今週末オープンのラン展から始
まる牧野の春をお楽しみください。　
•福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。後期高齢者になり横文字、カタ
カナ言葉に苦戦しています。
•今西　博　２月１日、妻の誕生日でした。
花をありがとうございます。昨年から飲み会

がなく家で妻と過ごす時間が多いので、大事
にしたいと思います。
•鬼田知明　妻、バースデー祝いのお礼。
•佐野博三　妻の誕生日ありがとうございま
す。
•広瀬雅彦　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。入会記念でいただいたランの花も
先日再び花を咲かせました。
•西森やよい　夫の誕生祝いのお花ありがと
うございます。もうすぐ沖縄の単身赴任も終
わります。帰ってくるのが待ち遠しいです。
•沖　卓史　家内の誕生祝いをありがとうご
ざいます。
•浦田健治　結婚記念の祝いのお品ありがと
うございました。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございました。
•𠮷永光男　新結婚記念日品のお礼。年数を
数えると信じられない。何時も新婚の気持ち
を忘れないでいます？
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。
•中平真理子　入会祝い、お誕生日祝いダブ
ルでありがとうございます。福岡さん、前川
さんと入会したのが昨日のようです。いつも
金本さんのお顔が浮かびます。　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。昨
日は、124年ぶり、明治
30年以来の２月２日の節
分でした。地球の公転が、
我々が考えている365日
で１周ということではな

いということで、全く実感はありませんが、
理解するしかないようです。私たちが若いこ
ろにはありませんでしたが、昨日は得月樓さ
んの恵方巻きをいただきました。その恵方巻
きに金箔が載せてあり、久し振りに目にする
本物のゴールドの輝きでした。何か良いこと
が訪れるといいのですが。
　ロータリーと金に関する話題をネットで検
索してみると、ほとんどがロータリーグッズ
の内容でした。検索の低い所では漢字の金、
補助金とか寄付金といったものが出てきます。
つまり、ネット上の情報を参考にするとロー
タリーにとって金、ゴールドというのはそれ
ほど重要な要素ではないという認識に至りま
した。
　今月は平和構築と紛争予防月間です。日本
の高知に居ながらにして、全世界の紛争予防
を画策し、世界平和の構築に寄与するという
行動は、雲を掴むような、得体の知れないも
のに思えます。しかし、ロータリーに関わる

ことで、その一端に触れ、僅かながらも貢献
しているという現実があります。私たちの会
費の一部はロータリー平和センターの運営に
繋がっていますし、学生の長期・短期の交換
プログラム、米山奨学金は若い世代を中心に、
文化などの違いを超えた交流の中で、平和の
礎となる友情を育んでいると確信しています。
２月号の「ロータリーの友」には被爆者の証
言や平和センターに関わる記事が載っていま
す。そこから自分のとるべき行動を選ぶまで
の道のりはかなり遠いのですが、既にそこに
関係していると思えば、我が事として捉える
ことができるのではないでしょうか。ゼロの
状態から何かを選ぶのではない、ゼロから動
き出すのではなく既に動いているというふう
に発想の転換をしてみてはいかがでしょうか。
　今日の卓話は、市川さんの「私の履歴書」
です。後ほどよろしくお願いいたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエンさんに
　奨学金をお渡ししました。
◇委嘱状伝達
　柳澤光秋会員
（2021－2022年
度　指名委員
会委員、規定
審議会委員、

　　管理委員会委員）
　永野正将会員
（2021－2022年度　国際奉仕委員会長期交
換委員会委員）

　山村一正会員
（2021－2022年度　ロータリー財団補助金
VTT小委員会委員）

　竹村克彦会員
　（2021－2022年度　短期交換委員）
◇親睦委員会より
　２月７日土佐カントリークラブでゴルフコ
ンペを開催いたします。７時半集合です。関
さんと西山さんのお世話で優待券をいただい
ています。表彰式は会長の了解を得て２月17
日の例会で行いますので、よろしくお願いい
たします。

◇２月の会員祝日（敬称略）
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・本日例会終了後、理事会を行います。

月末には法人税の報告。相続税の申告や事業
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今の時期は所得税の確定申告等々で、税理士
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　私は小さい頃は、前の川で魚を取ったり虫
を取ったり生き物の観察が好きな子でした。
小学校のときは将棋部の部長をしていました。
小学校５、６年生では、受験勉強のため、毎
晩塾に通っていました。土佐中に入学後、１
年生でソフトボール部に入部しました。運動
神経がないので投球は変だし、守備も上手く
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習は一生懸命しました。１年上の代が強くて
岐阜に連れて行ってもらって、全国大会で３
位になったことを思い出します。今も税理士
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　高校は土佐高校で部活は生物部に入り、熱

帯魚を育成しました。他に植物の組織培養に
取り組んで人参のクローンを作ろうとしたの
ですが、失敗してカビがいっぱい生えてし
まったことを覚えています。
　大学は早稲田の法学部に入学。周りは司法
試験を受ける人が多く、私も弁護士をと思い
ましたが、家が税理士事務所なので、兄に日
商簿記３級ぐらいは取れと言われて大学１年
生で資格を取り、そこから税理士の道へと傾
倒していくことになります。税理士になるに
はまずは法人税、その前に商法、商法の理解
には民法がいるということで、民法研究会と
いうサークルに入りました。週一回ディベー
ト形式で教授を招いて民法総則の議論をした
り、我々のサークルが担当して、代理母を題
材に裁判劇をしたりしました。商法ゼミでは
会社法を、宇和島出身の奥島孝康先生に学び
ました。ここもディベート形式のゼミで飲み
会も勉強もきついゼミでした。一つ上に菊間
千乃さんがいました。国会議員の山本有二さ
んも同じゼミの出身です。
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（2021－2022年度　国際奉仕委員会長期交
換委員会委員）

　山村一正会員
（2021－2022年度　ロータリー財団補助金
VTT小委員会委員）

　竹村克彦会員
　（2021－2022年度　短期交換委員）
◇親睦委員会より
　２月７日土佐カントリークラブでゴルフコ
ンペを開催いたします。７時半集合です。関
さんと西山さんのお世話で優待券をいただい
ています。表彰式は会長の了解を得て２月17
日の例会で行いますので、よろしくお願いい
たします。

◇２月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　福岡満喜子　　中平真理子
•配偶者誕生日
　今西由美子　　鬼田　綾子
　佐野　節子　　広瀬　賀弓　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　前田　　紀
•家庭記念日
　野志　征生　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　𠮷永　光男　　松岡　英雄
•入会記念日
　中平真理子
◇国際奉仕委員会より
　書き損じ葉書の回収について、79枚、4,610
円。手数料を引き総額は4,215円を送金いた
します。ご協力ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　来週の寒梅夜間例会開催方法について、県
内では、昨日の新規感染者ゼロということで
取り消す理由にはならないだろうと考えてい
ます。得月さんの大広間で、ソーシャルディ
スタンスも取れるということで、そのあたり
を考慮して後の理事会で決定いたします。い
ずれにしても、開催はいたします。なお、香
長クラブさんの出席者はゼロで、東クラブの
みの開催となります。
◇幹　事　報　告
・２月のロータリーレートは1ドル104円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

月末には法人税の報告。相続税の申告や事業
承継税制支援や暦年贈与を活用した法人の株
式評価、企業のM＆Aや組織再編、またこの
新型コロナ対策として、国の持続化給付金や
県の雇用維持特別支援給付金、市の事業者支
援給付金等の給付支援や申告期限の延長申請、
固定資産税の減免申請なども行っています。
　私は須崎の出身ですので、須崎商工会議所
へ税務支援に行ったり、公益活動として高知
市から行政改革推進委員会委員の委嘱を受け
ています。
　税務調査の立ち合いでは、いかに納税者を
弁護するかということに気を張っています。
正当な処理をしていても、事実関係について
正しく納税者が表現できない場合は私が税法
の知識を生かして納税者の主張を代弁するよ
うにしています。偽装して経費を作ったり売
り上げを除外したりすると罰則が大きくなり
ます。日頃から会計税務には経営者も注意を
し、内部監査などをしたらよいかと思います。
今の時期は所得税の確定申告等々で、税理士
にとっては繁忙期ですが、コロナ禍の影響で、
今年も去年同様、申告所得税、贈与税及び個
人事業主の消費税の申告の納付期限が４月15
日までに延長されました。
　私の父は既に他界していますが、かつての
国税庁税務講習所出身で我妻栄、番場嘉一郎、
井上久弥といった当時の一流の学者に税法や
周辺の学問領域を学んだと聞いています。母
は銀行の出身、妻はピアノやエレクトーンの
講師、兄は公認会計士として、東京のEY新
日本有限責任監査法人のパートナーをしてい
ます。
　私は小さい頃は、前の川で魚を取ったり虫
を取ったり生き物の観察が好きな子でした。
小学校のときは将棋部の部長をしていました。
小学校５、６年生では、受験勉強のため、毎
晩塾に通っていました。土佐中に入学後、１
年生でソフトボール部に入部しました。運動
神経がないので投球は変だし、守備も上手く
ありませんでしたが、バットの素振りなど練
習は一生懸命しました。１年上の代が強くて
岐阜に連れて行ってもらって、全国大会で３
位になったことを思い出します。今も税理士
会でソフトボールをしています。
　高校は土佐高校で部活は生物部に入り、熱

帯魚を育成しました。他に植物の組織培養に
取り組んで人参のクローンを作ろうとしたの
ですが、失敗してカビがいっぱい生えてし
まったことを覚えています。
　大学は早稲田の法学部に入学。周りは司法
試験を受ける人が多く、私も弁護士をと思い
ましたが、家が税理士事務所なので、兄に日
商簿記３級ぐらいは取れと言われて大学１年
生で資格を取り、そこから税理士の道へと傾
倒していくことになります。税理士になるに
はまずは法人税、その前に商法、商法の理解
には民法がいるということで、民法研究会と
いうサークルに入りました。週一回ディベー
ト形式で教授を招いて民法総則の議論をした
り、我々のサークルが担当して、代理母を題
材に裁判劇をしたりしました。商法ゼミでは
会社法を、宇和島出身の奥島孝康先生に学び
ました。ここもディベート形式のゼミで飲み
会も勉強もきついゼミでした。一つ上に菊間
千乃さんがいました。国会議員の山本有二さ
んも同じゼミの出身です。
　あるとき、東北大学から早稲田に東大出身
の教授が来ると、しかも、国際租税法という
新しい分野の専門であると。これは興味深い
分野だと思い、ゼミを受けることにしました。
先生の名前は、水野忠恒教授。教授は政府税
制調査会の委員で、学説でいえば通説・判例
です。ゼミの中では大島訴訟、サラリーマン
税金訴訟といった租税判例を数々読みました。
そのうち、反対学説の勉強もしたいと思いは
じめ、税法学の北野弘久教授に師事して納税
者の権利論を学びました。本当に大教授で先
駆的な先生でしたが、納税者の権利を守ると
いう学説が法律の立法に影響を与えて国税通
則法の改正があり、税務調査の開始終了手続
きが明文化されて、法律が改善されたことは
大変うれしく思っております。今、税理士会
では納税者権利憲章の制定というものを国に
建議しています。
　その後、私は専門学校に行き、税理士試験
の勉強をして最終的に合格したのは30歳のと
きでした。親の事務所を手伝いながら試験に
通り、税理士登録をしたのが32歳。父からは
税務の実務を学び、ゴルフも親子で一緒によ
く行きました。父が亡くなってから数々の税
務調査を一人でこなす中で、父の偉大さが今

　まず最初にお詫びを申し上げます。昨年の
年末、税務調査の立ち合いがあり、税務署と
の交渉に明け暮れていましたが、調査先の社
長が新型コロナウイルスに感染したため、私
は会食に出ることができなくなりました。新
人でありながら、皆さまには大変なご迷惑を

おかけしたこと、申し訳ありませんでした。
　私は越前町で税理士と行政書士をしており
ます。税理士は父から引き継いで、父と合わ
せると60年近くになり、100年企業からする
と折り返し点を少し過ぎたところです。会計
処理のチェックや税務相談、申告書の作成、

更ながら分かるようになりました。これから
税理士としてどのようにしていくか、自分自
身に問われていると思います。
　この度、ロータリーに入会させていただき
ましたが、ロータリーの奉仕の理念は税理士
の使命にも通じるものがあると思います。い
かにして納税者に喜んでもらえるか、納税者

に奉仕できるかっていうことを常に自問自答
しながら、奉仕の理念をロータリーで学んで
いきたいと思います。そして、皆さまと親睦
を図る中で奉仕の理念が見えてくるのではな
いかと思っています。今後とも、皆さまには
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　

•竹村克彦　124年振りの節分の日の昨日、
県内の新たな感染者ゼロに上昇気分でニコニ
コへ。　　
•西村美香　先週、社会奉仕委員会よりお知
らせさせていただいた赤い羽根テーマ型募金
にさっそく温かいご寄付やお問い合わせいた
だきまして、ありがとうございます。３月31
日まで受け付けておりますので、お構いない
方はご協力のほどよろしくお願いいたします。
•寺尾正生　ホームクラブ欠席続きのお詫び。
今年は出席続きとなるよう頑張らせていただ
きます。スーツ・シャツ・靴、エトセトラ、
体重増による被害総額を考えると健康の大切
さが身にしみます。
•水上　元　今週末オープンのラン展から始
まる牧野の春をお楽しみください。　
•福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。後期高齢者になり横文字、カタ
カナ言葉に苦戦しています。
•今西　博　２月１日、妻の誕生日でした。
花をありがとうございます。昨年から飲み会

がなく家で妻と過ごす時間が多いので、大事
にしたいと思います。
•鬼田知明　妻、バースデー祝いのお礼。
•佐野博三　妻の誕生日ありがとうございま
す。
•広瀬雅彦　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。入会記念でいただいたランの花も
先日再び花を咲かせました。
•西森やよい　夫の誕生祝いのお花ありがと
うございます。もうすぐ沖縄の単身赴任も終
わります。帰ってくるのが待ち遠しいです。
•沖　卓史　家内の誕生祝いをありがとうご
ざいます。
•浦田健治　結婚記念の祝いのお品ありがと
うございました。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございました。
•𠮷永光男　新結婚記念日品のお礼。年数を
数えると信じられない。何時も新婚の気持ち
を忘れないでいます？
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。
•中平真理子　入会祝い、お誕生日祝いダブ
ルでありがとうございます。福岡さん、前川
さんと入会したのが昨日のようです。いつも
金本さんのお顔が浮かびます。　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

高知東ＲＣ 親睦ゴルフコンペ
2021年２月７日㈰　於：土佐カントリークラブ
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
792,511円
46,700円
839,211円

10,859円
0円

10,859円

803,370円
46,700円
850,070円

チビニコ 合　計

２月３日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
２月24日㈬　役員会
３月３日㈬　定例理事会
３月17日㈬　ロータリー休日
３月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　２月18日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月19日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月22日㈪　2月20日に振替
高知南ＲＣ　　２月25日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月４日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月16日㈫　定款８条第１節による休会
高知中央ＲＣ　３月18日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月22日㈪　花見例会
高知ＲＣ　　　３月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月25日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月25日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月29日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月30日㈫　ロータリー休日
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