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第 1515 回例会 20年 1月 28 日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 

 

１．開会点鐘           

２．ロータリーソング  「奉仕の理想」 
３．ゲスト紹介   海南税務署長 

西川 健士様 

 
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 82.36％ 

 

５．会長スピーチ      会長 山名 正一君 

こんにちは。税務署長の西

川健士さま、ようこそお越し

くださいました。この後、卓

話の方宜しくお願いいたし

ます。 

 このところ大変寒い日が

続いていますが、皆様には風

邪など引かれなかったでし

ょうか？先週の例会日、私ど

うしても抜けられない用務があり欠席をさせていた

だきました。ご迷惑をおかけしました。 

 さて、遅くなりましたが１月はロータリー理解推進

月間です。ロータリーの友１月号には「ロータリアン

がロータリーを理解するためには、例会に出席して、

そしてクラブの仲間たちとともに活動するのが一番

いいだろう。しかし、クラブでさまざまな活動すると

き、ほかのクラブや国際ロータリーの動きなどを知る

必要も出てくるでしょう。そんなときに役立てていた

だけるのが、ロータリーの雑誌です。」と書かれてい

ます。このところクラブの会員の出席が少し悪いよう

に思われます。ロータリー雑誌を読みロータリーを理

解すると共にロータリーを楽しもうではありません

か。また、１月２７日はロータリーの創始者ポール P

ハリスの命日（西暦１９４７年・昭和２２年）となっ

ています。毎年１月２７日を含む日曜から土曜までの

１週間を「追悼記念週間」とし、物故ロータリアンの

ご冥福を祈り生前の貢献を記念することとなってい

ます。我クラブでご活躍いただいた物故会員に対して、

改めてご冥福をお祈りしたいと思います。 

 一昨日の土曜日、花田会員と共に IM２組のグルー

プ協議会に出席し。各クラブの半期の事業報告ならび

に後期の展望について、また４月１２日から来訪する

GSE 団員のホームステイ先等について協議してきま

した。 

 

６．幹事報告 

○レート変更のお知らせ 

      ２／１より １＄＝１０８円 

○例会臨時変更のお知らせ 

有田 2000ＲＣ  
2 月 6 日(水)  2 月 9 日(土)  12：00～ 

吉備インターゴルフセンター 
有田川町役場 きびドーム 

（ＩＭ第 2 組） 
海南西ＲＣ  

2 月 14 日(木)  2 月 16 日(土) 
米山記念館（家族例会） 

岩出ＲＣ  
2 月 14 日(木)  2 月 17 日(日) 14：00～15：00 

きさらぎコンサート 
岩出市総合保健福祉センター 

2 月 28 日(木)  2 月 28 日(木) 
粉河ふるさとセンター 
（2 クラブ合同例会） 

７．ゲスト卓話 

海南税務署長 西川 健士様 

これから２月、３月

と確定申告の時期を

迎えます。ちょうど同

じ時期、東京永田町の

国会では、納税者の皆

様方にお納めいただ

いた税金の使い道で

ある、政府の予算案の

審議が毎年行われて

おります。今年も、既に平成 20 年度予算案が国会に

提出されており、来週から本格的な審議が行われるこ

とになっております。 
まず、この平成 20 年度予算案について、少しお話

をさせて頂きます。今度の予算案は、歳出・歳入の規

模が総額 83 兆 613 億円。細かい数字は省略して、予
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算を 80 兆円として

大雑把に申し上げ

ると、歳入では、税

収が 55 兆円、新し

い国債の発行額が

25 兆円となります。

新規国債の発行額

は、一時は 30 兆円

をはるかに上回っ

ていましたが、だい

ぶ減額されてきま

した。しかし、歳出

の方では、国債費、

いわゆる過去の借

金の返済に 20 兆円

を充てることとな

っているので、差し引きすると平成 20 年度は新たに

5 兆円借り増しすることになります。つまり、国の借

金残高が 5 兆円積み上がっていくことになります。こ

の借金の残高は、平成 20 年度末には約 553 兆円と過

去最大に達すると見込まれています。553 兆円といっ

ても、なかなかイメージがつきにくいと思いますが、

国民一人当たりで計算すると、赤ちゃんからお年寄り

まで全国民一人当たり約 433 万円になります。 
80 兆円の予算の歳出を見ると、その主要な内訳は、

国債費（過去の借金返済）に 20 兆円、社会保障関係

に 20 兆円、地方への交付金に 15 兆円等々となって

います。社会保障関係が、歳出予算の 1/4 を占めてい

ます。現在、我が国では少子高齢化が急速に進んでお

り、65 歳以上の人々の割合は、2000 年には約２割で

したが、2025 年には約３割に達すると見込まれてい

ます。このことは、今後、労働可能と見込まれる人口

が急激に減少する一方で、高齢者の増加に伴う、年金

あるいは老人医療保険の負担の増大が予想され、社会

保障関係費が年々増えていくこととなります。 
そうすると、この社会保障関係費の増大を賄う何らか

の財源が確保できなければ、政府はまた借金をどんど

ん増やしていくことになります。国の借金が増えてい

くことは、何が悪いのかというと、借金の利払い費が

増大することによって予算の硬直化を招く、将来世代

にツケをまわすという世代間の不公平をもたらす、そ

して、民間企業にまわっていれば付加価値を生み、Ｇ

ＤＰに貢献するお金が国の借金の穴埋めに使われる

ことで国としての生産性を下げることにもなります。 
現在、政府の債務残高の水準は、諸外国と比べても極

めて高い水準になっています。国と地方を合わせた債

務残高の対ＧＤＰ比を見ると、日本は約 180％、Ｇ７

の中では、日本はずば抜けて高く、次に高水準なのは

イタリアの約 120％弱、ＧＤＰの数値を超えているの

は日本とイタリアだけで、その他の国はＧＤＰの

50％から 70％ぐらいの水準に抑えられています。 
そこで、こうした厳しい国の財政状況に加えて、今後

社会保障費の増大が予想される中で、その足りない分

をどのように穴埋めしていくのか。「まずは、無駄な

予算のカット、公務員の人件費や行政の事務コストを

削減すべき」と皆様方お考えになると思います。 
毎年、国家公務員の人件費は約 5 兆円、地方公務員の

人件費は約 22 兆円程度かかっています。そこで、政

府としては、公務員の給与を抑えるとともに、定員も

毎年削減していっています。また、行政の事務コスト

削減にも、数年前から政府全体で取り組みを行ってい

ます。各省庁で毎年、行政効率化推進計画というもの

を作成して、なるべく行政の無駄を省こう、簡素で効

率的な政府を実現しようということをやっておりま

す。どういうことをやっているかと申しますと、例え

ば、公用車の台数を削減していく、公共調達を原則一

般競争入札にしてコストダウンを図る、パソコン・情

報システムを使ってＩＴ化することによって業務を

効率化する、出張旅費の削減（割引航空運賃の利用、

パック商品の利用、会議日程の集約）等々、多岐にわ

たっています。 
現在、税務署では、インターネットを通じて国税の申

告や納税をしていただく e-Tax（国税電子申告・納税

システム）の普及拡大を最重要課題の一つとして、重

点的に取り組んでおります。e-Tax は、税務署の窓口

に出向くことなく、自宅やオフィスあるいは税理士事

務所から国税の諸手続きが行えるという納税者の方

の利便性向上とともに、税務署の事務量の省力化を図

ることができ、行政の事務コスト削減に繋がるもので

す。例えば、紙ベースで申告書をご提出いただいた場

合、税務署では、入力作業や検算が必要となりますが、

e-Tax でご提出いただければ、こうした事務を省くこ

とができ、効率的な事務処理が可能となります。 
 まだ、e-Tax をご利用いただいておられない方は、

是非、この機会にご利用を始めていただきますようお

願い致します。なお、今年の所得税の確定申告につき

ましては、e-Tax をご利用いただきますと、一定の要

件の下に最大 5000 円の税額控除を受けることができ

るほか、医療費の領収書など一定の書類については提

出を省略していただけるなど、大変便利になっており

ます。何かご不明な点等があれば、税務署までお気軽

にお尋ね下さい。 
 

８．閉会点鐘 

 

 

 

○一般ニコニコ 

塚本義信君  西川署長さん、お忙しい中、お越し下

さいまして有難うございます。 

卓話よろしくお願い致します。 

岸 友子君  西川署長さん本日は卓話ありがとう

ございます。 

山名正一君  西川署長さま、ようこそお越し下さい

ました。 



次回例会 

第 1516 回例会 平成 20 年 2 月 4 日（月） 

18:30～ 海南商工会議所４F 
       夜間例会（お誕生 ご結婚 祝い） 
 
 
 

 

 

 

元ポリオ患者のガバナーが 
撲滅への決意を語る 

 

第 1980 地区（スイス）の現ガバナーであるヘルツ

ォークさんは、ガバナーエレクトが就任できなくなっ

たことを受け、2年目のガバナー任期に備えるために、

サンディエゴでの国際協議会に出席しました。ロータ

リーがポリオ撲滅に力を貸していることほど、自身に

とって意味があることはない、とヘルツォークさんは

言います。水曜日の本会議にロータリーの 1億ドルの

チャレンジが発表されたことで、この病を撲滅するこ

とに対する自らの決意がさらに固まった、というヘル

ツォークさんは、次のように言います。「私の地区の

ロータリアン全員に、このチャレンジに関わってもら

いたいと思います」 

既にスイスで多地区合同のポリオ・プラス・パート

ナー募金キャンペーンを率先して行ったことのある

ヘルツォークさん。第 1990 地区（スイス）および第

2000 地区（スイスとリヒテンシュタイン）と協同で、

今後 6か月に、インドでの予防接種のために 9万ドル

以上を募金することを計画しています。スイスの全ロ

ータリアンとローターアクターに対し、このキャンペ

ーンに少なくとも 10 ドルを寄付するよう求めていま

す。李東建ＲＩ会長エレクトとロータリー財団が定め

た目標は、努力を要するものであることを認めていま

す。サンディエゴから帰国した後には、地区内のクラ

ブは以前にもまして活発に活動するだろうと、彼は予

想します。このほか、国際協議会の写真、2008-09 年

度テーマ、ロゴについてはＲＩの日本語ホームページ 

http://www.rotary.org/ja/Pages/ridefault.aspx 

からご覧ください。 

 

国際協議会 

2008-09年度テーマは「夢をかたちに」 
 

米国カリフォルニア州サンディエゴで開催中の

2008 年国際協議会も幕を閉じようとしている中、532

名の地区ガバナー・エレクトは、この 1週間にわたる

研修会において、2008-09 ロータリー年度に待ち構え

るチャレンジと、それに立ち向かっていくための方法

を学びました。こうしたチャレンジには、ポリオ撲滅

の約束を守ること、子供の死亡率を減らすという李東

建 RI 会長エレクトの強調事項に率先して取り組んで

いくことなどがあ

ります。 

李会長エレクト

は、予防可能な子供

の死亡を減らすと

いう重点事項を達

成するため、ロータ

リーが近年取り組

んできた奉仕の強調事項、すなわち水、保健と飢餓、

識字率向上を今後も引き継いでいくことを、次期ガバ

ナーに伝えました。この会長強調事項に加え、李会長

エレクトは、2008-09 年度の RI テーマを「夢をかた

ちに」とすることを発表しました。「将来への希望と

チャンスを子供たちに与えましょう」と呼びかける李

会長エレクト。

「私たちは、地

域社会にきれ

いな水を提供

し、子供たちの

保健に取り組

む衛生プロジ

ェクトを実施

するのです」李

会長エレクト

のビジョンに、多くのガバナー・エレクトが賛同しま

した。「テーマが発表されてから、心がうきうきして

います」というのは、米国ニュージャージー州、第

7470 地区から出席したジャニス・ティートセルさん

です。子供のため、ということですから熱が入ります

ね。ロータリーの外部の人々もこれに共感するでしょ

うし、地元地域だけでなく、世界中で、子供たちを助

けることのできる絶好の機会となるでしょう」 

さらに、ロバート S. スコット財団管理委員長は、

ポリオ撲滅のために今後 3 年間にわたって募金をし

ていくという

ロータリーの 1

億ドルのチャ

レンジの概要

を説明しまし

た。これは、11

月にビル・アン

ド・メリダン・

ゲイツ財団か

ら授与された 1億ドルの補助金に応え、ロータリーが

今後 3年間に同額を組み合わせて寄付する、というも

のです。 

「ロータリーは、ポリオを撲滅すると世界の子供たち

に約束しました。この約束を忘れてはなりません」と

スコット管理委員長は述べました。今回のチャレンジ

は、ポリオ撲滅に向けてロータリアンがまさに必要と

するモチベーション（動機づけ）となった、というの

は、第 9140 地区（ナイジェリア）から出席したオグ

グア・ヌワンクさんです。「私たちは、ポリオを歴史

の教科書の一頁に追いやることができます」 

第 1980 地区の地区ガバナー、ウルス・ヘルツォー



グさんは、ポリオを撲滅することで、子供たちの「夢

をかたちに」することができると信じています。  

また、ジョナサン・マジィアベ財団管理委員長エレ

クトも、 2008-09 年度の財団目標 について、国際協

議会出席者に向けて講演を行いました。この目標には、

大規模なクラブや地区の財団がその資金を、「平和と

紛争解決の分野における国際問題研究のためのロー

タリー・センター 」とポリオ撲滅の支援に充てるこ

とにより、「みんなの財団、私たちの財団」を支える

ことが盛り込まれています。成功のカギを分かち合う

RI の元リーダーたち「皆さんの地区のロータリー会

員も、必要な段階を踏まなければ、花を咲かせること

はできません」と、水曜日の本会議でクリフ・ダクタ

ーマン RI 元会長が述べ、会員増加を次年度の重点項

目とするよう次期ガバナーに呼びかけました。「会員

の増加はロータリーの存続にかかわるものであるか

らです」 

ウィリアム B. ボイド RI 元会長も講演を行い、広

報補助金や「人

類のための活

動する」といっ

た RI が提供す

る広報手段を

活用するよう、

ガバナー・エレ

クトに求めま

した。「私たち

には伝えるべき素晴らしい話があるのですから、それ

をぜひ広めていこうではありませんか」国際協議会で

取り上げられたこのほかのトピックには、適切な資金

管理、財団の未来の夢計画、職業奉仕などがありまし

た。 

 

貧困をなくすには 
  基本的な理解が必要！ 

 

国際協議会

の第2回配偶者

本会議におい

てディーパ・ウ

ィリンガムさ

ん基調講演を

行い、貧困を基

本的に理解す

ることこそ、貧

困をなくすためにロータリアンが必要とする意欲の

根源となる、と話しました。 

米国カリフォルニア州、サンタイネズ・バレー・ロ

ータリー・クラブの会員であるウィリンガムさんは、

日に１ドル未満で生活する人が 13 億人いること、毎

日一千万人の子供が、極度の貧困のために 5歳の誕生

日を迎える前に亡くなっていることを、聴衆に向けて

語りました。「私も、こういった数字に圧倒されてし

まいます。悲しみで心が痛みます」このような数字は、

ウィリンガムさんが 2003 年に「PACE ユニバーサル」

（Promise of Assurance to Children Everywhere）

を結成するきっかけとなりました。この組織の使命は、

カルカッタのスラム街の少女を対象に、教育、栄養、

保健、社会開発プログラムを提供することです。「南

カリフォルニ

アの田舎町の

ただのロータ

リアンである

私ですが、自分

の仕事をする

こと、それがど

んなに小さく

ても自分の分

をすることで、

違いが生めると信じています」彼女のクラブは、カル

カッタ・メトロポリタン・ロータリー・クラブとの協

同で、ピヤリ学習センターを恒久的に建設し、最終的

にはカルカッタ付近の村の恵まれない 1200 人の女児

と 500 人の男児に教育を提供することを目標として

います。このセンターは、また、ピヤリの地域社会に

きれいな水、衛生設備、太陽光オーブンを提供するこ

とも考えています。「センターの目的は、この地域の

住民の生活に、持続可能な変革をもたらすことです」

とウィリンガムさんは語ります。 

極度の貧困にある人々は「心にまったく希望がない

状態で生活しており、自分の運命に対する発言権も自

分の将来を決める力もないということです」と、聴衆

に訴えかけるウィリンガムさん。極度の貧困が存在す

るところに違いを生み出すことができるかどうかは、

ロータリー次第である、と言うウィリンガムさんは、

次のように付け加えます。「ロータリアンの行動は、

一人の力がいかに作用し、一度に子度一人ずつ、地域

社会 1つずつ、村 1つずつ変えることができるかを示

す格好の実例なのです」 

協議会も終

わりに近づく

頃、地区ガバ

ナー・エレク

トが夫婦で参

加し、ロータ

リーの真の国

際性のショー

ケースともな

る「国際祭りの夕べ」が行われました。色とりどりの

衣装を着て舞台に立つロータリアンが、踊ったり歌っ

たりしながら聴衆を楽しませます。  

次期地区リーダーにとっては、課題が山積みである

だけでなく、非常に大きな期待がかけられています。

しかし、国際協議会で受けた研修で、子供たちの「夢

をかたちに」する準備が整いました。これら次期リー

ダーの成功が、ロータリーの素晴らしい善行の足跡を

残していくための道を切り開いていくことになるで

しょう。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


