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ロータリー財団月間
次週（１１月８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）創立45周年記念例会
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ロータリー財団月間記念卓話
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５）創立45周年祝賀会
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「未来の夢計画（ＦＶＰ）について」
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☆☆

本日もご来訪のロータリアンならびにゲスト
の皆様こんにちは！お時間の許す限り、ごゆる
りとお食事・ご歓談下さいませ！又会員の皆様
多数ご出席頂きありがとうございます。
さて国歌・君が代はいつ編集、完成したかご存
じでしょうか？
明治維新後の明治１３年（１８８０年）１０月
２５日との事です。歌詞の元たるものは１０世
紀に編纂された「古今和歌集」の中の短歌の一つ
だそうです。この歌に日本古来からの伝統楽曲
である雅楽の曲をつけて国歌としたのが事の始
まりです。
歌詞の意味はご存じの通りかとおもいます
が・・・・「平和を愛し天皇を象徴として仰ぐ日
本の国は、天皇も国民も皆幸福で、礫岩のように
小さな石が寄り集まって大きな岩となり、更に
その上に美しい苔が一面に生えるまで、いつま
でもいつまでも栄えますように」と我々日本国
民の願いがこめられています。歌の中に読まれ

ている「さざれ石」は、岐阜県揖斐郡揖斐川町に
現存し、正式には石灰質角礫岩といい、県の
天然記念物に指定され、さざれ石公園には「国
歌君が代発祥の地」という記念碑が建っていま
す。この国歌・君が代を次週の４５周年記念例会
にて素晴らしい秋晴れのもとで、清々しく斉唱
を致し、素敵な思い出となります事を祈る次第
でございます。
４５周年実行委員会・ＳＡＡ・親睦活動委員会
の皆様何分よろしくお願い申し上げます。合わ
せまして台湾・タイより３０名近いロータリア
ンがお見えです。幾つかの懇親会や神戸観光を
国際奉仕委員会でご案内しておりますが、更な
る友好を深めて頂きますよう多数のご出席をお
願い申しあげます。
☆会長報告☆
１.うれしいお知らせです。本日１０時より新入
会員インフォメーションがあり、髙井宗一郎さ
んが入会をされました。髙井さんは弊社がお世
話になって居りますビルのオーナーであり、会
社はＷｅｂ制作全般の事業を展開されており
ます。これで会員数６９名となり・・・・上期

☆☆ 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

１名
１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

69名
54名(64名)
21名
10名

目標の７０名まであと１名です。
２.今週２２日 ＲＡＣ中ゾーン連絡協議会に山
田雅則委員長ご出席頂きありがとうございま
した。
３.一昨日北六甲カントリー倶楽部で大輪会が開
催されました。郡パスト会長・石田パスト会長・
中村修会員・小生で参加致しました。当日だけ
土砂降りの雨！晴れたのは残り２ホールだけ
で、表彰式も出ずに早々に帰路につきました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①11・12月卓話予定者表をお届けしております。
担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者
を事務局までご連絡お願いいたします。
②№2・3テーブル情報集会ならびに№5・6・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。
③次週 創立45周年記念例会には先週お配りし
ましたネクタイを必ず着用して頂きます様お
願いいたします。
④本日18：00から№1.4.8テーブル情報集会がヒ
ルトン大阪「王朝」にて開催されます。関係各
位宜しくお願いいたします。
⑤明日10月26日（金）18：00から阪神百貨店10Ｆ
「スコリオ」にて青少年交換来日学生 アン
ドレ君のウエルカムパーティーが開催されま
す。関係各位宜しくお願いいたします。
⑥本日例会終了後、
11月度定例理事会が10F
「平安
の間」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。
⑦明日午後から「殺虫剤散布」のために事務局を
閉めさせていただきますのでよろしくお願い
いたします。
⑧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

16ヶ年在籍自祝
松宮 清隆
結婚記念日自祝キレイなお花ありがとうござい
ます。
安田 義治
結婚記念日自祝
高田 肇
本日の卓話よろしくお願い致します。
箕村 保
エライ役目がまわってきました。よろしくお願
いします。
小寺 一矢
髙井宗一郎さんの御入会を歓迎いたします。
会員強化委員会

）内は会員総数を基準とした値

10月25日の出席率
84.38％
４週間前（10月4日）の
メークアップを含む出席率 92.19％
メークアップ実施会員
3名（欠席者8名)
髙井宗一郎様ご入会おめでとうございます。
鍬田 充生
髙井宗一郎さん新入会おめでとうございます。
今後の御活躍をお祈り致します。
在本 茂
髙井会員本日のご入会誠におめでとうございま
す。
川原 和彦 石田 道夫
山田雅浩会員先日はありがとうございました。
中島 康之
箕村会員本日の初卓話ご健闘を祈ります。
川原 和彦
連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
例会欠席のお詫び
鍬田 充生
平成24年10月25日

合計金

63,000円

累計金 1,009,000円

☆☆ 先週（１０月２５日）の卓話 ☆☆
「企業のよもやまばなし」
～税務調査の現場にて～
箕村 保 会員
日本は申告納税制度を採用し、自ら申告し税
金を納める。その内容に誤りが生じることもあ
り、それを正すというのが税務調査である。
調査予定日の１週間以上前に、顧問税理士か
会社に直接連絡が入る。都合が悪ければ日程変
更は可能である。
調査官は調査1日目に代表者と雑談などを行
い、概況を聴取しながら検討事項を絞り込んで
いくことになる。その方法にはマニュアルがあ
るわけではなく、それぞれが自分のやり方でや
ることになっている。
解明できなかった点があれば、取引先に反面
調査や銀行に反面調査に行くということになっ
ている。
当初申告に誤りがあれば納税者が自主的に申
告をするという修正申告が行われる。行われな
い場合には、税務署長は更正処分を行うことに
なる。更正処分はかなり面倒な手続きで、税務署
は更正処分をしないように納税者に修正申告の
提出を依頼することになる。
調査の結果非違が全く無いということになる
と是認通知が文書で届く。

－－アンドレくん歓迎会 －－

税務署員にはいい人が多い。しかし税務調査
で会う場合は別で、税金のことしか見えなくな
る。不正を発見し、少しでも多くの追徴税をとる
ことが彼らの使命だからです。
そのような相手と対峙するには、｢戦うべきと
きに賢く戦う｣姿勢をもつことこそ、税務調査を
円滑に乗り切る方法だと思います。

青少年交換委員会
１０月２６日午後６時 阪神百貨店１０F
スコリオに於いてアンドレくんの歓迎会を催し
ました。
来日より２か月も過ぎ大そう遅くなってしま
いましたが、川原会長、鍬田副会長はじめ、ホス
トファミリー、各委員総勢１６名が集まりまし
た。
川原会長のご挨拶に始まり、森本新世代奉仕
委員長の乾杯、そしてアンドレくんのスピーチ
と続きました。アンドレくんのスピーチは、彼自
身心から日本に溶け込もうとする姿勢、真摯な
態度に感銘を覚えたと思います。
また、各ホストファミリーのご家庭におきま
してもアンドレくんを快く待っていただいてい
る様子があちこちに表れているように感じまし
た。
予定していた時間も越えて、それぞれが充実
した時間を過ごすことができました。

－－ No １、４、８情報集会－－

１０月２５日午後６時よりヒルトン３階「王
朝」にてNo１、４、８合同情報集会が２１名の出
席を得て開かれました。
川原会長のご挨拶、川本会員による乾杯のご
発声とともに開会し、和やかに懇談しながら中
国料理に舌鼓を打ちました。井戸会員より古酒、
中村修会員よりワインと紹興酒の差し入れを頂
いた事、御礼申し上げます。
今回は、川本会員より「席順を決めないように
しよう」との提案があり、新旧会員混ざって着席
したので、入会間もない方と年配の方との間で
も話がはずみ、大変有意義な時間を過ごせたと
思います。
ご出席頂いた皆さん本当にありがとうござい
ました。
テーブルマスター一同

☆☆ 本日の祝賀会メニュー ☆☆
特別メニュー
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我等のロータリー

ロータリー

ロータリー財団の始まり（前編）

一人のロータリアンの夢が現実に

ロータリーの父
ロータリー財団の始まりといえば、アーチ Ｃ. クランフを思い出される方も多いでしょう。彼がどの
ような経歴の持ち主かご存じですか？ 『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』には、
その男、アーチ・クランフは驚くべき人物だった。1869年にペンシルベニア州カヌートビルの貧しい
家庭に生まれ、まだ幼少の頃、両親と2人の兄はオハイオ州クリーブランドに移住した。家計の足しにす
るために、12歳で学校を辞めて仕事に就いた。16歳の時、クヤホガ材木会社の使い走りになった。自分
の考えで夜間学校に入学し、1日の大変な仕事の後、電車賃を節約するために、片道4マイルの距離を歩
いて学校に通った。
会社の経営が危なくなった時、クヤホガ材木会社はクランフをマネージャーに昇格した。彼は会社の
経営を好転させ、米国中西部の材木業界で最も収益性の高い企業の1つにまで発展させた。独学の元使い
走りの少年はその後、同社を購入しさらに銀行や汽船会社など数々の企業の社長や副社長に就任した。
18歳のとき、クランフはフルートの演奏を独学で学んだ。3年後、フルートの名手となった彼はクリー
ブランド・シンフォニー・オーケストラのフルート演奏家となり、その後14年間シンフォニーで演奏を
続けた。
1911年「材木――卸売ならびに小売」の職業分類でクリーブランド・ロータリー・クラブの創立会員
となったクランフは、ロータリーでも事業や私生活におけるのと同じ素晴らしい業績の道をたどった。
1912年にはクラブ会長になり、1916－17年度国際ロータリー・クラブ連合会会長になった。
と、彼の生い立ちについて書かれています。
始まりは26ドル50セント
1917年、アーチ・クランフはアメリカ・ジョージア州アトランタで開催された国際大会で、「ロータ
リーが基金をつくり、全世界的な規模で、慈善、教育、その他、社会奉仕の分野で、何かよいことをし
ようではないか」と提案しましたが、その背景には、彼の生い立ちが影響していたのかもしれません。
彼の提案は、同大会で採択されました。ロータリー基金（ロータリー財団の前進）への最初の寄付
は、1917年、ミズーリ州カンザスシティーロータリークラブからの、26ドル50セントでした。今日のレー
トで計算すると、3,000円と少しというところですが、今から約90年前のことです。現在の物価に換算す
るとどのくらいの金額になるのでしょうか。アメリカと日本の違いもあり、単純に換算することは難し
いのですが、私たちが単純に考えているよりは、はるかに多い金額だったのかもしれません。
初めはゆっくりと
さて、今日、世界中で大きな貢献をし、重要な役割を果たしているロータリー財団が、はじめから順
風満帆(じゅんぷうまんぱん)であったかというと、決してそうではなかったようです。
続く数年間、クランフは一人芝居をしているように感じたに違いない。彼は人気も高く、尊敬された
指導者であり、ロータリー基金が新しいロータリー・クラブの設立や人道的救援の役に立つという彼の
提案は好意的に受けとめられていた。しかし、6年が経っても基金の残高はやっと米貨700ドルに達した
に過ぎなかった。
と、前出の『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』に著されています。
生みの苦しみを味わっていたこの基金も、基金総額が5,739ドル7セントに達した1928年のミネアポリス
国際大会で、この基金による事業開始の時がきたとして、基金の名称をロータリー財団と改め、国際
ロータリー定款・細則も改定されました。
この変更で、すべて元ＲＩ会長で構成される管理委員会が新しい財団を運営し、資金は国際ロータ
リーと別に管理することが規定されました。ロータリアンの善意で集まったお金が最初に使われたの
は、その少し後のことです。前出の本によれば、
1929年の株価暴落後、さまざまな慈善活動に対する寄付金が枯渇するようになった。ポール・ハリス
が、ロータリー財団に最初の拠出を要請したのはその時であった。財団は、オハイオ州エリリアのロー
タリアン、エドガー Ｆ.「ダディー」アレンの発案で1919年に活動を開始したInternational Society for
Crippled Children（国際障害児協会）のために500ドルの小切手を送った。
とあります。 （以下後編に続く）
（ロータリージャパン・ウェブサイトより 転載）

