
 
 
 
 
 
 
 

第 1390 回例会 17 年 2月 28 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘      会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
３．ゲスト紹介 

（株）ジェイエスケー 社長 上能喜久治様 

４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 88.24％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

今年に入って５９日目、

年末まで３０６日、私の任

期もあと１２２日です。皆

様方には「ガバナー輩出ク

ラブとして何をすべきか」

というテーマでＩＤＭを

行っていただいておりま

す。８組を除いてほとんど

の組が終わっているよう

です。色々の意見が出たこ

とと思いますが、近々ご披露願いたいと思います。 
平尾ＧＥも国際競技会より帰国されほっと一息つ

いておられることと思います。大変ご苦労様でした。 
来期に向け準備をされるため、地区に関する役員の

皆様や地区大会の役員の方々の会議が頻繁に行われ

ています。大変お忙しい中本当にご苦労様です。感謝

申し上げます。 
さて、２６日（土）から長野県においてスペシャル

オリンピックス冬季大会が開催されております。 
この大会は知的障害者のための世界的なスポーツ協

議会でユーニス・ケネディ・シュライバースという方

が創始者です。ケネディ元大統領の妹さんだそうです。

２００４年２月に来日時の言葉を紹介します。 
 わたしがやってきたことの一つは、知的発達障害の

ある人に人間的可能性があることを認め、彼らの家族

に限らず、政治家にいたるまでに、このことを説き、

一人でも多くの障害者がスペシャルオリンピックス

に参加し、成長する機会を提供することでした。 
その活動を通し、わたしの得た結論は教育の大切さ

です。すなわち世の中を変える上で、重要な位置を占

めるのが「教育」であるということであり、

われば、社会を変えられ、その結果、スペシ

ンピックスに対する理解の輪も広がるとい

す。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
和歌山東南ＲＣ  中村雅行君 2/23 
和歌山東ＲＣ   中村雅行君 2/24 
○休会のお知らせ 
高野山ＲＣ   3月 11日（金） 

 
７．委員会報告 

○３０周年記念誌委員会例会終了後開催いた

○ロータリー財団の寄付よろしくお願いしま

○国際奉仕 
 世界大会の出席よろしくお願いします。 
○地区大会企画会場委員会例会終了後開催

す。 
○ガバナーエレクト地区 
３月２１日ビックホエールで会議がありま

他よろしく協力お願いします。 
○次期地区ホームページできあがりました

下さい。 
 
８．ゲスト会員卓話 
「経営者が罹る五つの麻疹」 

大阪西ＲＣメンバー 上能 喜

 
１ 赤字問題 
 税金を納められる企業に 
２ 税務署問題 
 税務署調査には、任意調査、 
 特別調査、強制調査がある。 
３ 暖簾問題 
４ 組合問題 
５ 女性問題 
 
上能 喜久治プロフィール 
▼昭和 25年 12月 9日生まれ。昭和 48年 3
学農獣医学部畜産学科卒業。昭和 63年上能
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15 年 6 月税理士法人ジェイエスケー設立、代表取締
役、税理士、経営コンサルタント、宅地建物取引主任

者。情報処理技術者。 
▼単なる過去会計にとどまらず、経営計画を中心とし

た未来会計や、人の採用、育成または諸規定整備、作

成等に関わる人事会計。そして遺産相続にまつわる節

税対策の提案、事業承継等に関わる資産会計等の総合

的で豊富な指導実績があり、よりよい提案を数多く実

行している。また、具体例を中心としたわかりやすい

講演には定評がありファンも多い。 
▼その他の公的な役職 
 近畿経済産業局委員（創造的技術を有する中堅・中

小企業のグローバリゼーション等に関する調査検討

委員会） 
 大阪商工会議所 税務経営専門相談員 
 八尾商工会議所 税務経営専門相談員 
 尼崎商工会議所 ビジネススクールコーディネーター 
 大阪外食産業協会（ＯＲＡ） 常任講師 
 大阪北区倫理法人会 相談役 
（社）倫理研究所 法人レクチャラー 
 ＴＫＣ全国会・近畿税理士会 会員 
 
▼ 主な著書 
「これらの経営計画」 定価 1.500円  

日本事業承継コンサルタント協会 
「あなたの会社の航海マップ」 定価 1.400円  
近代セールス社 
「Q&A 経営・経理のチェックポイント」定価 1.300円  

ありあけ出版 
「うちの会社のパソコン経営術」 定価 1.300円  

ありあけ出版 
「上喜元」 定価 1.200円 鹿砦社 
 
９．閉会点鐘 
 

１０．次回例会 
第１３９１回例会 平成１７年３月７日（月） 

18:30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
平尾寧章君  集中●●協議会に行ってきました。 
木地義和君  土曜の朝方泥棒に入られました。皆さ

ん、車のキーは自宅でもはなさないよ

うに。 
宮田貞三君  ネット碁久々に開通し、楽しんでいま

す。１３勝１３敗です。 
塚本義信君  ガバナーエレクト平尾さんお帰りな

さい。 
山名正一君  次期地区大会準備幹事様始め、委員長

の皆様ご苦労様です。 
上能喜久治様 本日の卓話よろしくお願いします。 

 
 

 
 
 
 
 
ステンハマー 会長エレクト、 
「超我の奉仕」を掲げて継続を訴える 
 
カール ウイルヘルム ステンハマーＲＩ会長エ

レクトが、２月１９日に、アメリカ、カリフォルニア

州、アナハイムの国際協議会の開会式で２００５－０

６年度のテーマ「超我の奉仕」を発表するに当り、過

去一世紀に渉る継続と成功に対して深々と頭を下

げ、”私は現代的でありながら、古い物の再使用を希
い、更に継続性の追及を望みます。其れ故、この室内

には掲示してありませんが、今迄にＲＩの為に造られ

た最善の言葉「超我の奉仕」を標語に選びました”と
語り掛けました。ＲＩ会長エレクトは、このテーマを

選定したのは、奉仕の第２世紀に入るに当り、ロータ

リアンの為のランドマークが必要であるとの念によ

るもので、”良い世界を作る為の我々の努力には、導
きとなる星、力となるテーマが必要です。今迄に多く

の異なったテーマが示され、今この部屋の壁にも幾つ

かが貼られております。例えば’友になろう’、’手を貸
そう’、’ロータリーを祝おう’。夫々は其の時期に完全
に合致したものでしたと、ＲＩ会長エレクトが説明し

ました。２００５年度のロゴについても、ＲＩ会長エ

レクトは、ロータリーの世界では単純で見慣れた物を

選び、”ここでも再使用して国際ロータリーの為に作
られた最良のロゴで、我々のトレード マークである、

「ロータリーの歯車」を選びました”と説明しました。
ロータリーに継続性を願い、しかも新風を吹き込む為

に、ステンハマーＲＩ会長エレクトは、新年度にクラ

ブや地区が今迄に行っている、飢餓の軽減、健康増進

を含む、識字と水資源管理に重点を置くと宣言しまし

た。会長はマジイアベ前ＲＩ会長やグレン エステス

Ｓｒ．ＲＩ会長の進めた分野を変更せずに、クラブや

地区が今迄の事業を継続するように呼び掛けまし

た。”我々の組織は、或る年は北へ向い、翌年は西へ
向き、それから東へ、翌年は再び北へ向ったかも知れ

ません。我々の向く方向は長期的に、同じでなければ

なりません”とＲＩ会長エレクトが説明しました。会
長エレクトは、ＲＩは互い関心を同じくする分野で、

他の組織と協力する機会を捉えるように努力を続け

ますとも、述べました。 
 青少年交換計画が次期の地区ガバナーの重要な仕

事であると、ステンハマーＲＩ会長エレクトが述べま

した。会員の問題に関しては、２００５－０６年度に

３１，０００人の会員増の目標達成の為に、各クラブ

が新会員１名の純増を要請すると述べました。 
 

 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文   深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一 


