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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業

◆唱　　歌　　紅葉（もみじ）

◆ゲ ス ト　　畑野和雄氏（別府税務署署長）

◆ビジター　　浦松　傳（別府北ＲＣ）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　皆さんこんにちは。会長の髙宮勝美です。
　今日は、新しく私たちの別府中央ロータリーク
ラブに入会してくださいました２名の方の入会式
を行わせて頂きます。尚、２名の方の推薦者は堀
由美会員です。
　まず、島田光男氏についてご紹介致します。昭
和33年６月26日生まれの54歳。会社名は株式会社
しまだ。自動車整備工場を九州横断道路の丸食さ
んの道路反対側で経営されています。私も時々、
仕事をお願いするのですが、職業訓練校から講師
の依頼が有ったと人伝えに伺ったことがあります
が、納得です。一度皆さんも愛車の相談に行って
みて下さい。
　続きまして、ご紹介させて頂く梅津圭二氏は、
昭和39年10月15日生まれの48歳。お母さんが女性

として大分県初のロータリー会長に成られまし
た、当クラブ元会長の梅津ヤヨイ様です。仕事は、
お母さんの跡を継がれ、東荘園町で有限会社梅津
生け花店を営まれており、今日は別府駅構内に有
りましたダイエー跡地にマルミヤストアーさんの

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　中尾（宇佐八幡）
　　　　　梶原、村津、森（もみじ谷奉仕作業）
　　欠席　梶原、大島、津末、大江
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部
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国際ロータリー会長　　田　中　作　次	（国籍・日本）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ	〒₈₇₄︲₀₉₂₀	別府市北浜1-14-15
　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp
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髙宮　勝美
森園　伸也
木村きぬゑ
森　　宗明

大島由美子
村津　忠久
近藤　賢司

ＳＡＡ　亀井　　孝
直前会長　亀井　　孝

役員　会　長　髙宮　勝美
　　　副会長　森園　伸也
　　　幹　事　前田　哲矢
　　　会　計　大江　知巳

会報委員長　河村　貴雄第 　 　 回 例 会
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テナントさんとして、梅津生花店を新規オープン
されました。ダイエー撤退後が寂しくなっており
ましたが、明るい梅津生花店さんの出店で賑やか
さが帰って来ましたので、別府駅周辺にお出かけ
の節は是非立ち寄って下さい。
　豊和銀行の佐藤支店長は12月に入会致します。
尚、今までの当クラブの銀行口座と預金関係全て
を、佐藤会員入会と同時に全て豊和銀行に移行す
る事が先日の理事会で決定した事も併せて報告致
します。
　次に、次年度の幹事、役員選任の件ですが、前
回の例会の会長の時間に皆様に公告し同日に事務
局から再度会員全員にFAXし通知した通り、本
日例会前まで立候補の受付を行い全ての幹事、役
員の定数に立候補が有りましたのでご報告いたし
ます。
　従いまして、歴代会長・幹事会等の指名委員会
は開催致しません。
　次にガバナー事務局から自薦・他薦による地区
委員の推薦依頼が来ておりますので、自薦・推薦
の希望が有れば前田幹事までご連絡下さい。
　尚、次年度ＲＩ第2720地区2013-2014年度大分
第３グループガバナー補佐として、通常年度では
日出ロータリークラブの順番ですが、事情が有り
一年早く我がクラブにガバナー補佐選出の要請が
有りました。検討の結果、平野英壽会員へ就任の
お願いを打診し、心良く受諾して頂き、本日、地
区ガバナーエレクト赤山武興氏よりの委嘱状をご
披露しお渡し致します。
　平野英壽会員は、私の入会時の会長で有り、大
変名誉な第３グループの指導者として活躍頂ける
事で嬉しく思うとともに、ガバナー補佐を送り出
す単会として、現在の会員数を第３グループ一番
にしなければならないと思います。会員の皆さん。
他人事では有りません。貴方方、一人ひとりの責
任として新入会員を一人一名お誘い下さい。電話
を頂ければ私も喜んでお手伝いに同行致します。
素晴らしいロータリアンを仲間に入れ楽しい仲間
造りをし、平野ガバナー補佐を応援しましょう。
　最後に成りましたが、本日は別府税務署より畑
野和雄署長をお迎えして、「もし、税務職員がい
なかったなら……」と言う卓話を頂きます。私の
父も家内の父も共に別府税務署に勤めており署長

の卓話を楽しみにしています。
　今日はこの後、多くの行事が入っていますので
会長の時間はこの辺で終わります。寒さが段々と
厳しくなりますので体調管理は十分気をつけて下
さい。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―ロータリー財団月間―

１．本日の卓話
『もし、税務職員がいなかったなら…』

２．本日のゲスト
　　畑

はた

野
の

　和
かず

雄
お

 氏（別府税務署　署長）

３．『RI第2720地区　第１回親睦囲碁大会』開催
のご案内
日　時　平成24年11月24日（土）10：30集合
場　所　湯布院・ことぶき別荘村
参加費　2,000円（昼食代他）
※参加ご希望の方は、幹事または事務局まで

お願いします。

４．RI第2720地区ガバナーエレクト赤山武興氏よ
り平野英壽会員へ、RI第2720地区2013-2014
年度大分第三グループガバナー補佐としての
委嘱状が届いておりますので本日ご披露しお
渡し致します。
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５．第５回定例理事・役員会報告
（平成24年11月６日（火）13：40～　

於：ホテルニューツルタ例会場　６名）
審議事項
１）岡村泰岳ガバナー公式訪問記念写真購入の

件。※購入希望回覧
１枚　800円

２）国際奉仕委員会より　※承認
ＡＰＵ公認学生ＮＧＯ団体「Ｐ

プ レ ン ゴ

ＲＥＮＧＯ」
と学生国際ボランティア団体 ｢ハビタット
ＡＰＵ」の２団体の活動を支援する件。
※活動支援金15,000円×２団体へ

３）歴代会長・幹事会開催の件。
※立候補者がいない場合は11月18日（日）

に開催し、指名を委ねる。

４）｢忘年会｣ 開催の件。　※承認
日　時　平成24年12月18日（火）18：30～
場　所　ホテル山水館
会　費　8,000円+例会食費補助2,000円

５）｢新年会｣ 開催の件。　※承認
（※例会前に「第７回定例理事・役員会」
を開催致します。）
日　時　平成25年１月８日（火）18：30～
場　所　割烹旅館 ゆめさき
会　費　10,000円+例会食費補助2,000円
　　　　※プレゼント交換　1,000円程度

６）別府中央ロータリークラブ銀行口座の件。
※豊和銀行別府支店へ変更。

７）11月・12月例会予定の確認
 11月６日 「会員卓話」
  中尾　誠会員、後藤　隆会員
 13日 「ゲスト卓話」
  別府税務署長　畑野和雄氏
 20日 「会員卓話」
  佐々木久宜会員、平野英壽会員
 27日 「会員卓話」
  堀　由美会員、近藤賢司会員

  12月４日 「ゲスト卓話」
  大分大学工学部 准教授 姫野由香氏
 11日 「年次総会」
 18日 「忘年会」
 25日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき

休会」

８）その他
○本田直前ガバナー「言霊集」の件。※購

入希望回覧
○梅津圭二氏入会金免除の件。（故梅津ヤ

ヨイ会員から継続入会の為。）

６．本日より、下記の方が入会式されますので、
よろしくお願いします。
氏　　名　島

しま

田
だ

　光
みつ

男
お

 氏
生年月日　昭和33年６月26日生（54才）
事業所名　株式会社　しまだ
職業分類　自動車整備
自宅住所　別府市南立石391番地
推 薦 者　堀　由美会員

氏　　名　梅
うめ

津
づ

　圭
けい

二
じ

 氏
生年月日　昭和39年10月15日生（48才）
事業所名　（有）梅津生花店
職業分類　花卉小売
自宅住所　別府市東荘園４-１
推 薦 者　堀　由美会員

７．10月23日（火）16：00～熊本市「おく村」に
於いて、「第１回次年度ガバナー補佐研修会」
が開催され、平野英壽会員が出席致しました。
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８．11月８日（木）18：30～PLATFORM03まち
なかカフェに於いて「家庭集会」が開催され、
20：00～焼とり凡に会場を移し、懇親会が開
催されました。
出席者：髙宮勝美会長、衛藤秀子、後藤　隆、

堀　由美、梶原和朗、亀井　孝、森
園伸也、鳴海淳郎、佐々木久宜、前
田哲矢　各会員

９．11月９日（金）13：40～ホテルニューツルタに
於いて「別府市内４ＲＣ会長幹事会」が開催
され、髙宮勝美会長、前田哲矢幹事が出席致
しました。

10．例会変更のお知らせ
大分城西ＲＣ 11月21日（水）の例会は、職場例会

の為　同日12：30～㈱ジョイフル
に場所変更

大分東ＲＣ 11月22日（木）の例会は、夜間例会
の為、同日18：30～大分オアシスタ
ワーホテル20Ｆに時間・場所変更

別府東ＲＣ 11月22日（木）の例会は、新入会員
歓迎会の為、　同日18：30～ホテル
サンバリーアネックスに時間・場
所変更

中津平成ＲＣ 11月22日（木）の例会は向笠公園
清掃例会の為、同日12：00～向笠
公園に時間・場所変更

中津平成ＲＣ 11月29日（木）の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）に基づき休会

杵築ＲＣ 11月29日（木）の例会は、献血例会
の為、同日12：30～サンリブ杵築
店に場所変更

別府ＲＣ 11月30日（金）の例会は、シニアと
の夕べの為、同日18：30～かなわ

荘に時間・場所変更

11．次週の予定
「会員卓話」佐々木久宜会員、平野英壽会員

12．本日の回覧
①忘年会　出・欠席
②岡村泰岳ガバナー公式訪問記念写真　希望購入
③本田光曠直前ガバナー｢言霊集｣　希望購入
④杵築、中津中央ＲＣ　週報

13．本日の配布
①週報 No.1118

スマイルボックス	 　平野教康会員

○髙宮会長
　島田様、梅津様、入会おめでとうございます。
平野会員、次期ガバナー補佐宜しく。
　別府税務署長 畑野和雄様、本日の卓話宜し
くお願いします。

○鳴海会員
　本日は畑野別府税務署長さんには態々お出で
いただき、卓話をいただくこと、誠に有り難う
ございます。しっかり拝聴したいと思います。
　また、本日は島田光男さん、梅津圭二さん、
お二人のご入会を心から歓迎いたします。誠に
おめでとうございます。早くロータリーになじ
み、大いにやりましょう。

○村津会員
　東クラブの元ロータリアンで、今年90才にな
る昔のゴルフ仲間と、昨日、スーパーでバッタ
リ、２年ぶりに出会いました。お互い、一見元
気そうな事を喜び合いましたが、それからの「お
しゃべり」は、ゴルフの事ではなく十数年前に
認知症で亡くなった奥さんのオノロケでした。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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ほのぼのと温かい気持ちでした。
　今は亡きＴ．Ｈ子さんの御冥福を祈りまして
スマイル。

○河村会員
　本日は、畑野税務署長さん、ようこそ我が別
府中央ロータリークラブへ。総務課長さん時代
も別府にいらしてとてもなじみの多い心根のや
さしい方です。本日は卓話を楽しみにしていま
す。

○木村会員
　畑野署長、今日はお疲れ様。耳をすませて聞
きます。
　紅葉がきれいな季節になりました。あと何回
見られるだろうか？そう思いながら…

○中尾会員
　今朝は、大平山小３年生をつれて地域の学習
のガイドをして来ました。島田さん、梅津さん、
ようこそ。今後共末長くよろしくお願いします。
　畑野様お手柔らかにお願いします。

○近藤会員
　最近テレビで引っ張りダコの目を隠したまま
人の書いた字を読む『ダイゴ』のステージがＢ
混であり、後藤隆さんと見に行きました。単純
な私はそのすごさに圧倒され楽しい時間を過ご
すことができましたが、後藤さんは種があるは
ずなのにわからんのは悔しいと残念がっていま
した。単純に楽しめば疲れないのにと人ごとな
がら思いました。

○後藤会員
　８日の家族集会に出席の皆様、お疲れ様でし
た。出席者10名で楽しい時間を過ごすことが出
来ました。ロータリー情報委員会の今年度の活
動はこれで無事終了です。ありがとうございま
した。

○平野（英）会員
　畑野税務署長、今日はようこそ。卓話ありが
とうございます。

　又、梅津さん、島田さん、入会ありがとう。
よろしく。

○森会員
　畑野別府税務署長様、先週別府東ロータリー
クラブでお話を聞かせて頂きました。２回目で
す。「おっかけ」ではありません。

○堀会員
　島田様、梅津様、中央ロータリー入会おめで
とうございます。共にロータリアンとしてがん
ばりましょう！今日はハウスの10才の誕生日で
す。朝から一人パーティー気分になっておりま
す。これからもよろしくお願いします。

卓　　話	 　別府税務署長　畑野　和雄

もし、税務職員が
いなかったなら…

　皆様、こんにちは。別府
税務署長の畑野です。
　本日は、別府中央ロータ
リークラブの例会にお招き
いただきありがとうござい

ます。皆様方の貴重な時間をこのようなテーマで
お話をさせていただいていいものかと、大変悩ん
だのですが、毎年11月11日から11月17日まで「税
を考える週間」で、各種広報活動を行っておりま
して、お話しする内容からひとつでも税に関して、
皆様方のためになればということでご了承いただ
ければと思います。
　30分程度の時間をいただいておりますので、ま
ず、簡単に自己紹介をさせていただきます。
　本年の７月の定期人事異動で熊本国税局総務部
厚生課長から着任しました。
　大分県下の税務署は、竹田署が２年、中津署が
２年、別府署は今回３回目で通算４年目となります。
　仕事の主な経歴としましては、国税局特別国税
査察官、熊本西税務署特別国税調査官、国税局査
察第２統括官、中津税務署長、そして局厚生課長
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を勤めまして現在に至っています。
　趣味は、豊後水道をはじめとした海釣り、回数
は少ないですがゴルフ、そして、今ハマッテいま
す別府八湯温泉道です。７月半ばに別府へ移り住
みましてから、今日現在で82箇所の温泉を制覇し
まして、10段の認定を受けております。あと６箇
所制覇しますと、温泉道名人となります。
　そのほか、熊本のマスコットキャラクター「く
まモン」が大好きで、ピンバッチを集めることや、
地産地消を心がけまして、別府管内の麦焼酎及び
日本酒をこよなく愛しております。
　出身は熊本県でして、郷里に妻と次女を残し、
単身生活を送っております。

【もし、税務職員がいなかったら、どうでしょう。】
　ふたつ以上のことが考えられると私は思います
けど、皆様方は、どうお考えでしょうか。
　ひとつは、今以上に税法を守らず、脱税者が増
えるということが考えられます。
　別府税務署では、個人事業者の所得税・消費税、
会社などの法人税・消費税、それに、源泉所得税
や印紙税、資産を売却などした場合の譲渡所得、
相続税や贈与税、酒税などに関して調査を実施し
ておりまして、正しく申告されておられるところ
もありますが、不正や偽りの申告も見受けられま
す。
　無申告法人や個人に対して実施した調査結果で
は、別府税務署においても年間追徴税額が相当な
金額となる年があります。したがいまして、税務
職員がいなかったら、脱税者が増えるということ
が十二分に考えられます。
　参考までに、先月の10月末にマスコミ報道され
ました、「九州７県で調査の申告漏れ所得は、前
年度比5.5％増の691億4,100万円で、追徴税額約88
億円と消費税の追徴税額約22億円」と発表してい
ました。
　もし、税務職員がいなかったらのもうひとつの
考え方ですが、自主申告制度の中、国民の皆さん
が適正申告を確実に行っていただけるんでした
ら、税務職員はいらなく、e-Taxで申告を行うな
どで、人件費等莫大な国家予算が他の目的で税金
が使えるということになります。
　国税査察官もいりませんし、税に関する質問は、

税務署じゃなくて、別府中央ロータリークラブ会
員の河村貴雄先生たちに頼られれば、要件は満た
すということになるのではないかと思います。
　約20年前、別府税務職員は、72名もいたのです
が、現在は52名と、この20年間で、１年に１名減
少した機構となっています。
　これを、人件費で考えますと、全国の国家公務
員の年間の平均給与の収入金額が500万円としま
して、単純に別府税務署だけで、20年前に比べま
すと年間約１億円の人件費が減少したことになり
ます。
　全国では、国税庁職員が約５万４千人ですので、
先ほどと同様、国家公務員の年間の平均給与の収
入金額が500万円としますと、約2,700億円の税金
が他の目的に使用することができることになりま
す。
　別府税務署でこの20年で約１億円といいました
けど、本日、皆様方に１億円をお持ちしました。
皆様方は、しょっちゅう１億円を手にされておら
れるかもしれませんが、小中・高校生の学生さん
に対して租税教室を年間に30校くらい開催してい
まして、校舎の建設費用や学校の教材などに税金
が使われていることを説明したのちに、この１億
円のレプリカを披露しますと、学生さんたちから
は、どよめきが湧きます。税金の大切さを租税教
室で訴えまして、この１億円の重さなどのクイズ
をし、最後に、このレプリカを持ってもらうとい
うことにしています。

１億円のレプリカ‼　迫力あります‼
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