
第801回例会 通巻763号 

平成26年3月13日 2013-2014年度Ｎｏ.31 

第８０１回  ２０１３－２０１４年度  第３５回目 

３月１３日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 四つのテストの歌 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

お祝い 親睦委員長 田辺 弘樹 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 研修リーダー 中井 崇嗣 

花見合同実行委員長 中井 崇嗣 

卓話 ロータアクトについて  

地区RAC 幹事 西尾 薫 様 

ニコニコ報告 副SAA 濱田 由美 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

日本の各地区の次年度ガバナーの方々 

チェンライ会長 
便りは日本全国 
のフェイスブッ 
クで交流してい 
るロータリアン 
に配信されてい 
ます 

鉛筆１本でも、世界は変えられる」この演説は誰の、
どこでの演説かおわかりでしょうか？これはマララ・
ユスフサイ（１６歳）さんが、昨年７月に国連本会議
場でした演説です。彼女は「女性の教育を受ける権
利」を訴えて、イスラム過激派に頭を銃弾で撃たれた
のです。私の北タイでの「識字向上」の取り組みに、
「１本の鉛筆支援から」と講演で訴えている。そのお
願いを形にして私の手元に送り、支援をしてくれたの
が堺フェニックスロータリークラブ提唱の「初芝立命
館高校インターアクト」の若者たちだ。私は昨日同年
代のダムロン高校日本語科の子供たちに、その鉛筆を
手渡した。それを手にした子供たちの喜びの表情を見
て欲しい。日本の若者たちが届けてくれた鉛筆でしっ
かり日本語を学び、やがては「日タイ友好の懸け橋」
になることだろう。私としては、この若者同志にその 
「橋渡し」ができたことが嬉しい。 



 
 ３月は識字率向上月間 
 
 ２月が世界理解月間で北タイ チェンライRCの会
長 原田義之 様に卓話をして頂きました。その原
田さんの活動こそが 識字率向上です。  
 
 ロータリーの活動は、あくまでもI Serve、自分
がまず参加して行動することが基本となります。会
員の皆様も原田さんのようにロータリーを実践する
ことで、ロータリーを理解することができます。 
 自らが参加することが大切です。 
 
 本日は米山記念奨学生のシュウさんの１年間を思
い出して頂きたいと思います。 
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 3月のロータリーレートは102円です 
 
 3月8日土居川清掃活動にご参加されます会員様は
朝9時土居川河川敷に集合です。 
 
 手続要覧がようやく届きました。以前申し込みい
ただきました会員様は税込900円をご用意ください。 
 
 3月18日は互輪会ゴルフ大会へ移動例会となって
おります。3月20日は例会ありません。お間違えの
ないようよろしくお願いいたします。 
 
 会費納入されました会員様には領収書をお渡して
おります。 
 



堺フェニックスRC 2013年度米山奨学生の挨拶 
                                    
                  周 雯 
                         
2014年3月10日 
 皆様、こんにちは。米山奨学生のシュウブンです。
今は中国・広東省・東莞市の実家です。今日東莞の
天気は16－14度、曇です。大阪はまだまだ10度前後
と寒い天気が続いてますが、皆様はお体にお気をつ
けてください。 
 3月6日、私は現役奨学生として最終の第一例会に
参加させていただきました。会長の時間にわざわざ
スライドを作っていただき、例会の後も送別会を開
いてくださいまして、現役米山奨学生として最後の
素敵な思い出、本当にありがとうございました。 
 この一年間第2640地区2013年度の米山記念奨学生
になり、堺フェニックスロータリークラブでお世話
になることができて、自分にとってはとても有意義
な一年間でした。この一年間を振り返てみると、楽
しい思い出がいっぱいありました。 
 2013年4月オリエンテーションの時、石田カウン
セラーやクラブのロータリアンの皆様と初対面であ
り、ドギドギしながら一年間の奨学生生活が始まり
ました。5月に初例会に出席し、ロータリーの活動
や例会の進行に初めて印象づけました。6月米山記
念館の見学にて米山記念奨学事業の理解を深め、美
味しい鰻も頂きました。7月カフェニノでの移動例
会や8月ストラディバリウスチャリティーコンサー
トの参加により、ロータリーへの理解が深まる一方、
クラブ会員との交流も広がりました。10月に堺フェ
ニックスロータリークラブと米山記念奨学生の交流
会－BBQ大会にて、4名の米山記念奨学生の参加によ
り、堺フェニックスロータリークラブのロータリア
ンは米山記念奨学生と交流し、相互理解が進みまし
た。12月のクリスマス家族例会では堺フェニックス
ロータリークラブのロータリアン達だけではなく、
家族達の皆様にもお会いでき、素敵なプレゼントも
頂き、楽しい思い出が作りました。年をあけまして、
2014年1月新年初例会の後に堺11クラブの新春合同
例会にも参加しました。新春ということで、石田カ
ウンセラーから素敵な着物まで頂き、本当にありが
とうございます。着付けはまだうまくできないが、
これから練習を重ねれば、うまく着付けできるよう
に頑張ります。それからあっという間に、3月2日の
米山記念奨学生の卒業式を迎え、石田カウンセラー
と中井会長が出席していただき、卒業式をカメラや
ビデオで記録してくださいまして、3月6日最終のク
ラブ第一例会の出席により、私の現役米山記念奨学
生の活動はほどんと終わりました。 
 この一年間を文章化にすると、以上の600字しか
ありませんが、私が身につけたこと、成長した所は
文字だけではとても足りなく、言い切れないです。 
 私は大学の時から日本語を学び始めました、日本
語を身につけることにより、日本という未知の国へ
の扉は開きました。そして、この一年間米山記念奨 

学生になれることで、新しい日本への扉を開いてく
れました。私は普通の留学生にはめったいに体験で
きないことをいっぱい体験でき、ロータリーの活動
の参加により自分も大きく成長しました。 
 昔の私はあまり自信のない人でした。しかし、こ
の一年間、たくさんの方が応援し、様々なチャンス
をいただき、自分を磨いてきました。今の私は自信
を持ってこれからの就活でも仕事でも頑張っていけ
ると思います。その力を備えてきたのは皆様のおか
げです。 
 地球上には13億以上の人が生きています。その中
で人と人が出会え、話せ、友達になれる比率はどれ
ほど少ないであろうか。私は米山記念奨学制度のお
かげで、堺フェニックスロータリークラブの皆様と
出会えました。皆様が支えていただいたおかげで、
今の私が居ました。 
 その縁、その恩はきっと一生でも忘れません。19
年近くの学生生活が後3ヶ月弱で終わりになります
が、これからは社会人として、仕事の場でも相変わ
らず自信を持って頑張っていきたいと思います。 
 
 私は一人前の社会人になれ、月の第一の木曜日に
皆様の元に戻り、また一緒にお話をしたいです。ま
た会う日まで私は頑張ります。皆様と会える日まで
一生懸命前に進んでいきます。堺フェニックスロー
タリークラブの皆様、この一年間、本当にお世話に
なりました。これからもまた会えることを楽しみに
しております！ 





   
堺税務署長 
 牛島 慶太 様 

 現在、税務行政を取り巻く環境は、少子・高齢化
やICT 化、グローバル化といった経済・社会の構造 
変化により大変厳しいものとなっております。 
 また、国民の皆様方の税に対する関心はますます
高まっており、税務行政の効率化と透明性の更なる
向上が求められております。このような中で「納税
者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現
する」という国税庁の使命を果たしていくために、
国民の皆様方の理解と信頼を得ることが重要だと考 
えております。 
 私どもといたしましては、税務手続の一層の利便
性・簡便性の向上を図るため、引き続き国税電子申
告・納税システム（e-Tax）の一層の普及及び定着 
に向けた取組を行っていくこととしております。 
 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 
国外財産調書制度の創設（財務省資料） 
 
◆ 国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れにつ
いては、近年増加傾向にあり、国外財産に関する課
税の適正化は喫緊の課題です。  
◆ 国外財産の把握体制が十分でない中、内国税の
適正な課税及び徴収に資するため、一定額（５，０
００万円）を超える国外財産を保有する個人（居住
者）に対し、その保有する国外財産に係る調書の提
出を求める制度を創設します。  
 平成２６年１月１日以後に提出すべき国外財産調
書について適用します。 
※罰則については、平成２７年１月１日以後に提出
すべき国外財産調書について適用します 
◆ 国外財産に関する所得等の申告漏れが発覚した
場合において、  
１） 国外財産調書に国外財産の記載がある部分に
ついては、過少（無）申告加算税を５％軽減します。
（所得税・相続税）【優遇措置】  
２） 国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分
については、過少（無)申告加算税を５％加重しま
す。（所得税）【加罰措置】 
    
（注） 故意の調書不提出・虚偽記載についての罰
則（１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金）を整
備します（併せて情状免除規定を設けます）。  
  
 国外財産調書の提出が必要となる者 

その年の１２月３１日において、その
価額の合計額が５０００万円を超える
国外財産を有する「非永住者以外の居 
住者」とされています。 
 
※ 所得税法では、「居住者」及び
「非永住者」について次の様に定義し
ています。  
 
「居住者」 …国内に住所を有し、又
は現在までに引き続いて１年以上居所
を有する個人 
 
 「非永住者」…居住者のうち、日本
の国籍を有しておらず、かつ、過去１
０年以内において国内に住所又は居所
を有していた期間の合計が５年以下で
ある個人をいいます。 
 
 したがって、日本国籍を有し日本に
住所を有している者はもちらん、日本
国籍は有していないが、現在まで引き
続き日本に５年以上住所を有している
外国籍の者なども提出義務があります。
しかし、居住５年未満の外国籍の者や、
日本に住所も１年以上の居所も有しな
い非居住者には提出義務がありません。 
 



にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   ２８名 

出席計算会員３２名  欠席者    ５名 

出席免除会員 ２名 
（小林・石田） 

免除出席者  １名 

先々週修正出席率 
     ９０．６２％ 

出席率 
    ８４．８５％ 

欠席報告（3月6日） 

出席報告 

山田 真樹 仕事のため  

京谷 智明 仕事のため Make-up 

吉住 哲洋 仕事のため 

河野 強 仕事のため 

片岡 冨美子 仕事のため 

ガバナーノミニー  豊澤 洋太朗様 たつみ様 
いつもお世話になります。楽しい例会を楽しませて頂
きます。 
 
堺プロバスクラブ 周防 君子様 
お久しぶりです。本日は堺プロバスクラブのP．R．に
会員とともに例会にお邪魔致しました。懐かしい方々
にお声をかけて頂き本当にありがとうございます。ど
うぞ堺プロバスクラブを今後ともご支援頂きます様よ
ろしくお願い申し上げます。 
 
パストガバナー 米田 眞理子 会員 
本日は片木副会長のお世話で税務署長卓話ありがとう
ございます。記念日のお祝いありがとうございます。 
 
会長 中井 昭宏 会員 
本日は堺税務署長牛島様、山路様ありがとうございま
す。堺プロバスのみなさん、ようこそ堺フェニックス
へ周ちゃんこれからもよろしく。本日は多くのお客様
皆様ありがとうございました。 
 
幹事 松田 香純 会員 
周さん米山卒業おめでとうございます。本日はたくさ
んのお客様におこしいただき誠にありがとうございま
す。 
 
石田 得子 会員 
平素は大変勝手をしております。久し振りに皆様にお
会い出来てとてもホッ！と致しました。 
 
上好 まゆみ 会員 
3月は私の誕生日月です。ありがとうございます。 
 
小野 晃範 会員 
牛島署長様卓話ありがとうございます。周さんいつも
素晴らしい笑顔ありがとう。幸せな人生頑張ってくだ
さい。心より応援しています。 
 
片木 修 会員 
牛島署長様、山路総務課長様、確申期の最もお忙しい
時期に、卓話のためご出席頂きあしてありがとうござ
います。 
 
田中 範子 会員 
周様、今日でおわかれさびしいです。優秀な周さんで
すから帰国後もうんと活躍されることと思います。お
元気で頑張ってください。本日は沢山のお客様をお迎
えしにぎやかな例会となりました。皆様堺フェニック
スロータリーをお楽しみください。 
 
中野 一郎 会員 
多くのお客様お越し頂きありがとうございます。今月
もよろしくお願いします。周さん又あそびに来ね！！ 
 

松本 美和子 会員 
本日は沢山のお客様でよろこんでいます。周防様お久
しぶりです。お元気そうで何よりです。今日は例会を
お楽しみください。 
 
宮前 美穂子 会員 
周文さん、ご卒業おめでとうございます。中国に帰ら
れても日本の事を思い出してください。これからの両
国の橋渡しとなられますよう期待しています。お体に
十分お気をつけられて頑張ってください。 
 
辻野 美智子 会員 
こんばんは。本日はとってもお寒い中を周防様他たく
さんのお客様が堺フェニックスRCにお越し頂きとても
嬉しく存じます。特に周防様久し振りのお顔を拝顔し
懐かしさで心わくわくです。どうぞごゆっくりお楽し
みくださいませ。 
 
村尾 利一 会員 
本日は大勢のお客様フェニックスロータリーにようこ
そ！楽しんで下さい。これからも宜しくお願いします。
周さんお元気でガンバって健康で又、日本に来て下さ
い。 



土居川清掃活動 
 
 2014年3月9日の早朝から堺南RCの奉仕プロジェク 
トである土居川近隣の清掃活動に参加して参りまし 
た。 
 クラブからは中井会長を始め、上田俊夫会員と奥 
様の興子様、猿田槙男会員、犬伏幸代会員、仲峯  
豊会員、幹事松田香純、娘の愛莉で清掃活動を行っ 
て参りました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Make-up報告 

京谷 知明 7日 堺東南RC 

中井 崇嗣 8日 会長エレクト研修セミナー 

中野 一郎 8日 会長エレクト研修セミナー 

中井 崇嗣 9日 会長エレクト研修セミナー 

中野 一郎 9日 会長エレクト研修セミナー 

中井 昭宏 9日 土居川清掃活動 

松田 香純 9日 土居川清掃活動 

上田 俊夫 9日 土居川清掃活動 

猿田 槙男 9日 土居川清掃活動 

犬伏 幸代 9日 土居川清掃活動 

仲峯 豊 9日 土居川清掃活動 

中井 崇嗣 9日 ロータリー財団セミナー 

中野 一郎 9日 ロータリー財団セミナー 

松田 香純 9日 ロータリー財団セミナー 

2014-2015年度 会長エレクト研修 
 
 2014年3月8日～9日にかけて2014-2015年度のため 
の会長エレクト研修が開催されました。 
 当クラブからは中井 崇嗣会長エレクトが参加、 
また運営として中野 一郎次年度ガバナー補佐が出 
席されていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014-2015年度ロータリー財団セミナー 
 
 同日に財団セミナーも開催され、次年度のクラブ 
ロータリ財団委員長の松田 香純委員長も出席され 
ていました。 


