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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＪＵＬＹ ２８ ２０１１ ＮＯ．２１２０
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2120回）
たなばたさま

３）卓 話 「 小唄とは 」
龍田 金都美様 龍田 染紀代様

次週（８月４日）のお知らせ
１）例 会

（2121回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

石田 道夫会員紹介
４）8
４）8月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
みなさん今日は。来訪ロータリアンの皆様お
暑い中ようこそお出で下さいまして有難うござ
います。
７月１７日にフランクフルトでおこなわれま
した第６回サッカー女子ワールドカップドイツ
大会決勝で、体格とパワーで勝る世界ランク１
位の米国を日本女子代表が下し初優勝をはたし
ました。「負けん気」そして「決して諦めない、
優勝への執念」の結果といえるでしょう。世界の
大舞台の活躍には頭が下がります。
７月１８日には「感染症ポリオ残り１％の闘
い」というタイトルで、日本のロータリアンがイ
ンドでポリオ撲滅のワクチンを子供に接種して
いるところがテレビ大阪で放映されました。ま
たその中で第２６６０地区の大谷パストガバ
ナーも登場され、ロータリーの公共イメージの
向上にご活躍されました。
会長報告は以上でございます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①8月1日からロータリーレートが1ドル＝80円に
変更になります。（現行1ドル＝82円）
②大阪ネクストＲＣより例会日時変更のご連絡
がございました。
【新しい例会日と時間：水曜
日 19：30】
で会場につきましては変更ござい
ません。

③8月4日（木）に開催されます「クラブ協議会（ガ
バナー補佐訪問）」のご案内を本日会員ポスト
にお配りしていますので関係各位よろしくお
願いいたします。
④№1.2.7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
⑤№3.5.8テーブル情報集会、№4.6テーブル情報
集会の出欠のご返事がまだの方は事務局まで
お願いいたします。
⑥「2011～12年度上半期会費のご案内」をさせて
いただいております。お振込みよろしくお願
いいたします。
⑦本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

つたない卓話ですがよろしくお願いいたしま
す。
在本 茂
２８カ年在籍自祝
橋本 守之
先日、井戸会員に大変お世話になりありがとう
ございました。
中村 健輔
先日は、南川会員に貴重な勉強の機会を頂き有
難うございました。
中村 健輔
衣斐先輩、中川さん、山本さん、中野さん思い
出満載のお写真ありがとうございました。
川原 和彦
早退のお詫び。
金田 五郎
平成23
平成23年
23年7月21日
21日

合計金

24,000円
24,000円

累計金

347,000円
347,000円

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

４名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

67名
50名(60名)
21名
10名

）内は会員総数を基準とした値

7月21日の出席率
83.33％
４週間前（６月30日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
３名（欠席者11名)

☆☆ 先週（7
先週（7 月２１日）の卓話 ☆☆

☆☆ 大阪天満橋ＲＡＣ新体制 ☆☆

「税理士の世界」
在本 茂会員
税理士は昭和26年に成立した税理士法に基づ
いて税に関する業務を行う士であります。税理
士と呼称される以前には税務代理士という資格
があり、
税理士法成立後60年経った今でも税務代
理士は101人の登録者が残っています。もともと
税理士の業務は戦後シャウプ税制が施行された
時に、申告納税制度が導入され、納税者の権利を
守るための納税代理人が必要ではないかとうい
うことになり、当時、弁護士、公認会計士がいい
のではないかということになったのですが、こ
れらに加えて、これらに準ずるものとして、税理
士試験に合格した者等が加えられましたところ
から始まっています。
税理士は弁護士と違って、国税庁の監督を受
けており、独立した資格でありながら、独立して
いないところであります。税理士は権利は少な
いが多くの義務を法律上背負っており、税理士
法第30条以下にそれが書かれています。
税理士になるための税理士試験は第5条に受
験資格として記されています。また、第7条、8条
では試験科目の一部免除等が記載されています。
現在の税理士の構成は、一般試験合格者、国税
OB組、公認会計士、弁護士となっており、その構
成率はだいたい45％、40％、10％、0.8％ではない
かと思われます。

大阪天満橋ローターアクトクラブから新年度
会長濱本勲さん（ロックペイント）と幹事中井大
輔さん（川原油化）がご挨拶に来られました。

☆☆ ビアフレンド会 ☆☆

日 時：8月3日（水）19:15～20:50
内 容：「Just 1 second」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：RC 3,000円
登録先：幹事 中井 大輔
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：08014081892
登録締切：８月１日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷製、ポテトのクリームスープ
・ポークフィレ肉のカツレツ、ルッコラとバジルト
マトサルサ添え
・トロピカルフルーツダッコワーズタルト、マン
ゴシャーベット添え
・ライス
・コーヒー

たなばたさま

作詞 権藤 はなよ

作曲 下総皖 一

ささ の葉さらさら
のきば にゆれる
お星さまきらきら
きんぎん砂子 （
すなご）

五しき のたんざ く
わたしがか いた
お星さまきらきら
空からみてる

猛暑の中の７月２１日、本年度最初のビアフ
レンド会がアサヒビアレストラン、スーパード
ライ梅田にてゲストを含む総勢２３名の参加者
で盛大に開催されました。
大量の料理と冷えたビールを飲みながら、会
員相互の親睦交流をはかり、楽しいひと時を過
ごしました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第１例会のお知らせ

