ROTARY CLUB OF OMIYA WEST
2018～2019 年度

大宮西ロータリークラブ週報

会
長 新井 清太
幹
事 新藤 栄介
例会場：パレスホテル大宮
公共 ｲﾒｰ ｼ ﾞ
例会日：月曜日 12:30～13:30 向上委員会 川井 理砂子
創

立：1963年3月22日

会 長 あ い さ つ

会 長

ロータリーの目的・４つのテスト
＜本日のリーダー＞

「母子の健康月間」

第2595例会 2019/ 4/ 1
発 行 日 2019/ 4/ 8
週 報 当 番 川井 理砂子

社会奉仕委員会
石丸 主憲 会員

新井 清太

新元号は「令和
（れいわ）
」です。
記念すべき新元号
も決まり、新たな
時代のスタートで
あります。
今月は「母子の健
康月間」というこ
とですが、現在、世界では推定 590 万人の子ども
が 5 歳までに命を落としており、その原因は様々
ではありますが、我々ロータリアンも子ども達の
為の活動をさらに続けていかなければならない
ということであります。
先月 23 日の鉄道博物館ナイトミュージアムには
社会奉仕部門のメンバーを中心に多くの会員の
皆様にご協力頂き誠にありがとうございました。
おかげ様で 5 回目の開催となります今年度も無事
終了し、子ども達にも大変喜んで頂けました。
一時代を築いたと言えば、先日シアトルマリナー
ズのイチロー選手が引退を表明いたしました。彼
のコメントの中に、数々の偉大な記録とこれだけ
の偉業を成し遂げた要因として、小さなことを積
み重ねた結果でありそれ以外に方法は無いとの
ことでした。
我々ロータリアンも小さなことを積み重ねて奉
仕に繋げる大切さを改めて感じた次第です。

幹 事 報 告
幹 事
新藤 栄介

会員

新年号が発表になりました。
いよいよ「平成」も残り 1 か月です。
新井清太年度も 4 分の 3 が終わり、残り 3 か月と
なります。
●本日 18 時より、次年度の理事役員予定者会議
が開催されます。
いよいよ小木曽年度に向けてのバトンゾーンに
入ります。
●本日は第一例会ですが、準備の都合上[ロータ
リーの友の解説]は次週と致します。
●今日の例会次第は、お三方のイニシエーション
スピーチを予定しております。
●今月のロータリーレートは先月同様 1 ドル 110
円です。
幹事報告は以上です。

ロータリーの旅を楽しもう！
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誕生日祝い

4 月生まれ

齊藤照夫(1 日)、相原 武(7 日)、木本栄一(8 日)
永井 博(8 日)、岩﨑伸丈(12 日)、佐藤真義(17 日)、
井上勝美(18 日)、鈴木恭二(22 日)、
荒井伸夫(26 日) 各会員

親睦委員会 委員長
竹内 雅人 会員
5/19(日)20(月)開催
親睦旅行のご案内

社会奉仕部門委員会 部門委員長
小林 政良 会員
3/23(土)
鉄道博物館ナイトミュージアム
開催報告

お誕生日、おめでとうございます！

米山功労者感謝状

授与
イニシエーションスピーチ

土屋

第７回マルチプル

大竹 庄藏 会員

ＲＬＩ PartⅢ 修了証 授与

大楽剛、井上勝美、矢部正博、押野一郎 各会員

隆弘 会員

JGS 株式会社 代表取締役の土屋隆弘でござい
ます。弊社は、教育産業、学校をサポートしてい
る会社です。学校制服のコンサルタントから販売、
給食、学食、購買、コンビニ、保険、写真、映像、
アルバム等 学校をトータル的にサポートしてお
ります。
経歴：中学生=水泳部。やんちゃに見られ遠方の高
校へ進学させられた。高校生=周りはヤンキー。転
校を申し入れるが却下。ラグビー三昧。浪人を認
めてもらえず、拓大へ…。大学生=学校に行かず卒
業する方法を毎日考えている。サーフィン三昧。
地元の丸広百貨店へ内定。社会人=丸広百貨店に
て学生服売り場に所属。残業、残業、残業…。同
期は美容部員、エレベーターガール、案内嬢…。
そのような中、佐藤栄学園へ乗り込んでやると決
意しました。既存取引先の情報を調べ外堀を固め
て、毎晩、何の用も無いのに 18 時 30 分に学園本
部の出入り口に一番近いところに座って榮太郎
先生が帰るのをひたすら待ち、来たら「お疲れ様
でした！」と一言だけ挨拶をして帰る。その異常
行動のおかげで継続的売上を年間 1 億いただきま
した。これはラッキーでした。おかげ様で、やれ
ばやるほど新規顧客が増え飽きてしまった。そこ

へ 40 才以上を対象にリストラをするとの発表が
あり、私は 40 才になっていなかったのですが便
乗退職をしようと、「長い間お世話になりまし
た！」と榮太郎先生へ挨拶に行ったところ、〝ふ
ざけるな″と怒られ…今の JGS へ就職となったわ
けであります。
今年、新しいチャレンジをしていることは、ドロ
ーン、制服ナビゲーションシステム、パブリック
な事‼偏差値 69 以上の公立学校制服、
指扇小給食。
そして、お手元にありますニッケ 1896 オーダー
スーツフェアを 7 月に開催いたします。
是非ともよろしくお願いいたします。本日は、ご
静聴いただきありがとうございました。

星野 良江 会員

三井生命改め本日 4 月 1 日より大樹生命の星野
良江です。
同郷の主人と結婚して東日本を転勤で回り 20 年
前から大宮に住んでおります。
先日、
「翔んで埼玉」を観てきました。とても楽し
くて笑いっぱなしでした。私たちはすっかり埼玉
大宮の人間なんだなーと感じました。
我が家は音楽がとても好きで主人はクラシック
ギター、息子はピアノ、クラリネットを演奏し、
今でも息子の追っかけをしてます。私は大人にな
ってからフルートを習い始めたので今でもレッ
スンに通ってます。
私が仕事を始めたきっかけは主人の契約担当
の方から誘われたことです。最初は専業主婦で子
育て中でしたので時間も自由になるということ
で軽い気持ちでしたがいつのまにか 18 年も経っ
てしまいました。お客様に支えられながら現在に
至ってます。
社名も三井生命から大樹生命となり、由来は
「大樹のように、しっかりと大地に根を張り、し
っかりとお客様を守りたい、よりそっていく」と
いう意味です。
なお、大宮西ロータリークラブに昨年より柴木
様、結城様のご紹介で入会し、人生の諸先輩方々
から沢山の刺激を受けております。この新しい出
会いに感謝し、仕事もお客様ファーストをモット
ーに中小企業を元気に保険だけではなく皆様に
お役に立てますように大樹のようにしっかりを
根を張りこれからも頑張っていきたいと思いま
す。皆様どうぞよろしくお願いします。

小林

又次郎 会員

既に、会員卓話の機会を頂き、私が新潟県出身
であること、昭和 27 年の生まれであること、定年
まで税務署関係に勤務しその多くを査察組織に
所属したこと、最終は大宮税務署であったことな
ど、皆話してしまい、もうネタは無いのですが、
いずれにしても税金関係しか話題はありません
ので、少々税金の話をします。
今、巷では税金といいますと 10 月から 10％に
なる消費税のことが取り上げられますが、皆さん
が注目すべきは何と言っても相続税であろうと
思います。平成 27 年の税制改正で相続税は大変
に厳しい税金となり、今、その影響がひしひしと
押し寄せています。年間 120～130 万人がお亡く
なりになる日本ですが、そのうち相続税の申告を
される人は、かつては４％前後であったものが、
改正後は倍から 10％近くになっております。これ
は全国平均値であり、例えば東京 23 区内であれ
ば 20％前後になっていると推定されますし、ここ
においでの皆さんは大概相続税の申告該当者に
なるのでは、と思ってしまうのです。
それから、日本の税金はすべからく自主申告です
が、申告後の税務署との接触、所謂調査を受ける
ことがそれぞれ予測されます。この面においても、
所得税では 1000 人申告して１人調査を受けるか、
法人税では 100 人申告して 2～3 人調査を受ける
か、というところ、相続税では、10 人申告して１
人が調査対象になるという厳しい現実がありま
す。それも、５～６千万円の相続財産よりも、億
単位の相続財産の方が、より調査を受ける率は高
い、と言えるでしょう。
相続税は、財産を残した人の税金ではなく、財産
を受け継いだ人の税金です。
私が査察時代に実体験した相続事案でも、80 ㎏の
金の延べ板を隠匿していた例や何億円もの無記
名債権を除外していた実例がありました。無記名
債権の例では亡くなった人は経団連の代表を務
めた方でしたが、財産を相続した方の不祥事とし
て親の名を傷つけた結果となりました。
相続税で困難なことは、不動産や有価証券という
財産を『評価』しなければならない、という点で
す。
日本には 7 万人を超える税理士がいますが、すべ
ての税理士がすべての税法に長けているわけで
はありません。皆さんの身近な税理士を有能なブ
レインとして活用し、正しい税務申告をされるこ
とをお願いします。

清掃活動実施報告

女子部会

本日も快晴のもと、大宮西ロータリークラブ女
子部会早朝清掃を行いました。
新元号決定の日に、大宮駅前を美しくすることが
できました。歴史的な日を、爽やかで晴れやかな
気持ちで、皆さんとスタートすることができまし
た。ご協力を頂いた男性会員様、ありがとうござ
います。春になりました。
多くの方の、ご参加をお待ちしております。

ゴミとの記念撮影。皆さん、お疲れ様でした！
＜次回清掃＞ 5 /13(月) 6:30～
新幹線改札ロータリー時計前集合
ご参加の方は軍手･ゴミ袋ご持参下さい。

