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東金商工会議所 4 階例会場

Program

東金ロータリークラブ 概要
Togane RC Information

開会宣言・点鐘

秋葉 芳秀 会長

歌

「君が代」
「奉仕の理想」

四つのテスト唱和

並木 孝治 幹事

お客様紹介

立

1959 年 9 月 15 日

お食事

みつはし

ＲＩ承認

1959 年 10 月 17 日

会長挨拶

秋葉 芳秀 会長

例会日

火曜日

例会場

東金商工会館４階

幹事報告

並木 孝治 幹事

誕生祝い

高山友二会員、越川嘉明会員

創

12:30～13:30

Makeup fee \2,000
WEB

野口雅子会員、中村隆則会員

http://www.togane-rc.jp/

事務所

〒283-0068

宇野英雄会員、吉田克己会員

千葉県東金市東岩崎 1-5
東金商工会議所内

結婚祝い

野口雅子会員、並木孝治会員

TEL

0475-52-1101(代)

米山奨学金授与

カン・パンナレットさん

FAX

050-3730-2559

スピーチ

カン・パンナレットさん

E-mail info@togane-rc.jp

委員会報告
卓話

東金法人会 会長
古城 大明 様
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ニコニコＢＯＸ発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会宣言・点鐘

秋葉 芳秀 会長
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第 2792 回

例会の記録 <9 月 26 日＞

た場合、全てがグチャグチャになり、それを避

会長挨拶

ける為の対応だそうです。

農林水産大臣になった齋藤健氏は、先日の閣

僚の資産公開では、不動産なし、有価証券なし、
定期預金なし、その他の投資もなし、という、
資産ゼロの唯一の閣僚でした。普通預金などの
当座性預金は対象外です。自動車３台のみ。そ
れも事務所の自動車です。ご両親は小さな写真
展を経営、長男で生まれ、先祖から引継ぐ資産
は何も無い方です。平成１８年、千葉７区（野
田、流山、松戸北部）衆議院補欠選挙で自民党
秋葉

芳秀

の落下傘候補として善戦するも落選、それから

会長

ここ数日の間に、国会の政治状況が俄かに賑

３年以上の地獄のような浪人生活がスタート。

やかになり、２８日で衆議院が解散されます。

平成２１年８月３０日、真夏の第４５回衆議院

当地区は千葉県第１１区で、クラブの皆様も、

選挙では、小選挙区で落選するも惜敗率により

何らかの関係で、選挙に巻き込まれると思いま

比例区で復活当選されました。

す。

選挙区の有権者から熱い応援を受け、やっと

「恩を返す」という言葉があり、逆に「恩を

のことで当選するのですが、
「応援してくれた方

仇で返す」という言葉もあります。良く言われ

に何のお返しも出来ない」と悩んでいたそうで

る格言に「墓に布団は掛けられず」と言われま

す。恩返しが出来ない内にまた選挙、そこでま

す。今の自分は、いろんな方のご恩のお陰でこ

た恩を受ける。その恩返しが出来ない内にまた

こまで来ているが、しかし、なかなか恩返しは

選挙と続き、
「恩返し」という悩みは募るばかり。

出来ない、というのが現実ではないでしょうか。

今年の夏、流山市で行われた夏祭りの日、地

今回は「恩を返す」という、良い話に巡り会

元商工会議所青年部・女性部の招待を受けたの

いました。私は１０年程前から、千葉県北部の

で、夕方近くに秘書とＳＰと一緒に出かけたそ

齋藤健という政治家を応援しておりますが、８

うです。その現場に到着した瞬間、山のような

月３日の内閣改造で、当選３期目にして農林水

塊の人達が自分に向かってワッと押し寄せてき

産大臣に大抜擢されました。お祝いの為、先週

た。何が起きたのかと一瞬後ずさりしたところ、

２２日の金曜日に、農林水産省に出かけ、本人

皆さんが口々に「齋藤さん、おめでとうござい

に会って来ました。名簿が発表される直前まで、

ます。齋藤さん、おめでとうございます」と大

自分が何の大臣になるか、全く決まってなかっ

声で叫んでいる。ベートーベンの第九交響曲の

たそうです。

ように、歓喜に包まれた会場に変わったと、当

今回の人事の本命は野田聖子氏で、彼女のポ

時のことを話されました。

ストが決まらない限り、他も決められない。先

そして、その瞬間、自分は本当に納得できた、

に、野田聖子氏以外の大臣を決めてしまうと、

と言いました。今まで長い間、お世話になった

残されたポストを野田聖子氏がイヤだと拒否し
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れは自分の錯覚であり、考えが未熟であり、間

卓話

違いであったと。お世話になった方が心から喜
んでいること、笑顔で迎えてくれたこと、そし
てお世話になった方を絶対に裏切らない自分で

あること、それが一番の恩返しであるというこ
とが分ったと。

私はその話を本人から聞き、一瞬ジーンと来

ました。そして、応援していて良かったと、感
謝の念が強くなりました。１０月の総選挙は、
今まで以上に応援してやろうと、思っている処
です。

澤田 修二 東金税務署長 様

幹事報告

今日は貴重な機会をいただきましたので、戦

後の租税完納運動について少し話させていただ
きます。

戦後の租税完納運動

昭和 22 年の所得税法の全文改正により、所得

税に申告納税制度が導入されました。申告納税
制度は、戦後の民主化政策の下、租税の民主化
とうたわれました。

それまでの所得税は、毎月徴収される給与な

並木

孝治

どに対する源泉課税（源泉徴収による課税）の

幹事

〇米山奨学記念財団が創立 50 周年を迎え書物

方法と、事業所得などに対する賦課課税と分か

が来ておりますので回覧します

れており、賦課課税は、前年の所得金額の実績

〇国際ロータリー奉仕プロジェクト委員会セミ

を標準とする実績課税の方法が採られていまし

ナーの報告書が届きました

た。そのため当時の急速なインフレの下では、

〇10 月 3 日は東金法人会 会長の古城様の卓話

源泉課税の方法とその年の所得が反映されない

です。理事会がありますので、理事の皆様は

実績課税の方法とでは負担の公平を著しく欠く

お集まりください

ことになりました。

〇10 月 10 日休会

そこで、所得税法を改正し、実績課税につい

〇10 月 17 日 6 分区のロータリー情報研修会

て、その年の所得金額を納税者が申告し、自ら

（場所：茂原市役所の市民室 登録開始 13 時、

税額を算出するという、予算申告納税制度が採

点鐘 13 時 30 分）登録されている方は各自ご

用されました。昭和 22 年 4 月 1 日改正法が施行

参集ください。

された後、最初の予定申告と納期は、臨時措置

により 4 月から 6 月に延期されましたが、税務
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署および納税者の準備不足もあって、同年 7 月

めに取り組まれました。その功績から人は、彼

の見積もりに対し、人員で 57％、所得金額では

ました。

女のことを「納税おばさん」と呼ぶようになり

15 日現在の申告状況は、昭和 22 年度当初予算

ある時、知覧税務署の幹部の一人が素直に感

37％、税額では 17％にとどまる惨憺たるもので
した。同年 12 月末の税額も予算の 3 分の 1 に過

謝の気持ちを伝えた時、彼女は、
「私たちは、税

このような中、昭和 22 年 12 月、衆議院と参

会のため、国のため、子供たちの将来のために

務署のために働いているわけではないのよ。社

ぎず「租税の危機」が叫ばれました。

やっていること。役人は、自分のために働いて

議院において「租税完納運動に関する決議」が

はいけない。国民のために働くもの。国民一人

なされ全国的な租税完納運動がスタートしまし

ひとりも自分のためだけに働いてはいけない。

た。両院は、政府に対して財政確保の努力を求

皆のために働くことが大事。そうすれば国が育

めると同時に、国民にも一致協力して租税の完

っていく。そうでしょう。
」とたしなめられ、税

納を求める租税完納運動を呼び掛けたのです。

務署の幹部は、自分の未熟さを思い知らされた

鳥濱トメ「特攻の母から納税おばさん」

そうです。

ところで皆さんは鳥濱トメさんという方をご

国や社会を国民自らが責任を感じながら支え

存知でしょうか。太平洋戦争末期の陸軍特別攻

ていくという気持ちは、今日でも大切にし、忘

撃隊の町、知覧で食堂を営み、特攻隊員を迎え、

れてはいけないものではないでしょうか。

世話をし、見送った一人の女性です。人は「特
攻の母」と呼び、映画や舞台などでも作品化さ

現在も国税の多くは申告納税制度を採用して

れたことから、今日でも多くの方の記憶に残っ
ていると思います。しかし、彼女が戦後どのよ

おり、この制度が適正に機能するためには、納

せん。

ともに法律に定められた納税義務を自発的にか

税者の皆様に高い納税意識を持っていただくと

うな人生を送ったのかは、あまり知られていま

つ適正に履行していただくことが必要です。

彼女は、お国のために命を捧げた若者の思い

私ども東金税務署としましては、今後も納税

を胸に抱き、平和を祈り、国の復興のために青
色申告や納税貯蓄組合の活動に終生を捧げられ

者の皆様の視点に立って仕事を行い、
「適正公平

自分の分まで長生きしてください。
』と言い残し

所存です。

に働かなければいけない。
」と国の復興、発展の

ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

な賦課及び徴収の実現」に向け努力してまいる

ました。
「
『おばちゃん自分の残りの命をあげる。

東金ロータリークラブの皆様には、引き続き

た特攻隊員。あの子たちの分まで世の中のため
ために彼女は税務署に協力し、円滑な税務のた

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メ
ーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。

会員数

出席率

電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559

１5 名

６６．６６％

出席率

Email: info@togane-rc.jp
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９月２６日
コイン BOX
１，４０１円

