
 

 

 

 

 

 

 

第 1852 回例会  

平成 27 年 11 月 9 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

ゲスト卓話 海南税務署長 野上 貴司 様 

 
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 野上 貴司 様 

４．出席報告 

会員総数 49 名  出席者数 30 名 

  出席率 61.22％ 前回修正出席率 65.31％ 

 

５．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

 皆様こんにちは。出席してい

ただき有難うございます。今日

のお客様は海南税務署長の野

上 貴司様です。お出でいただ

き有難うございます。後ほど卓

話よろしくお願いしたします。

プログラム委員長の山名さん

より、税について興味あるお話

を聞かせていただけると伺っ

ております。 

 本日は、ＲＩおよび地区から皆様にお伝えする情報

はございません。 

少し時間をいただいて、取り留めない話をさせてい

ただきます。10 月の終わりの週に紀美野町の生石山

にトレーニングを兼ねてススキを見に行ってきまし

た。私たちは生石山と言っておりますが、観光パンフ

レットでは生石高原と紹介されています。小川の宮に

車を置いて、大観寺を経由する直登ルートを登り１時

間 30 分で笠石に到着しました。そこから頂上（870

ｍ）を経由して、生石山の東側の生石神社から札立峠

を経て小川宮に帰ってきました。生石山は子供のころ

から登っている懐かしい山です。以前は登山する人は

多くなかったように思いますが、今や観光名所となっ

ています。特にススキが見ごろとなる秋の土日は 10

台以上の大型観光バスが来るそうです。大型観光バス

は有田川方面から登ってくることができるそうです。

私が登ったのは木曜日だったのですが、１台の観光バ

スが来ていました。 

山頂一面は見事な

ススキの銀世界で覆

われ、天気の良い日

は四国の山並みや大

阪方面まで望むこと

ができます。頂上か

ら見る夜景は素晴ら

しいそうです。 

車で行くのも楽で良いのですが、やはり歩いて登る

と車で登る人に味わえない楽しみが有ります。樹齢

350年のカヤの木や同じく樹齢350年のシラカシの木

など様々な植物を見ることができます。山頂のススキ

は見事です。観光の方は見逃しがちですが、その見事

なススキの中に多くの小さな花が咲いております。リ

ンドウ、デイジー、アザミ、サンキライの真っ赤な実

などたくさんのきれいな植物を見ることできます。 

山頂付近のあちこちに「生石山の自然を守ろう、ゴミ

は持ち帰ろう」「希少・貴重な植物たちを未来に残そ

う」などの自然を守る標語と共に男女高校生の写真の

貼られた標識がありました。これは、海南高校大成校

舎の学生が運営しているピースクラブと言ういわゆ

る部活だそうです。彼らは、生石山の自然を守る活動

をしております。立派なことです。 

私は小川の宮から歩いて登ったのですが、登る時も、

下山する時も誰にも出会いませんでした。歩いて登る

変わり者は少ないようです。ススキの見ごろはまだし

ばらくは大丈夫のようです。機会が有れば是非お出か

けくだい。素晴らしい自然と巡り合えます。 

 
６．幹事報告         幹事 横出  廣 君 
○休会のお知らせ 

  高野山ＲＣ  １２月１１日（金） 
 

７．委員会報告 

○創立 40 周年記念誌部会   部長 上野山 雅也君 

会員ページの原稿は順次、集まってきておりますが、

まだ、写真が揃っていませんので、よろしくお願いし

ます。なお、例会の再でも撮影できますので、私か寺

下君に申し出てください。 
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８．ガバナー補佐の委嘱 

 

谷脇 良樹 様 

2015-16 年 第 2640 地区ガバ

ナー補佐に委嘱します。  

国際ロータリー第 2640 地区 

ガバナー 辻 秀和 

 

９．ゲスト卓話   海南税務署長 野上 貴司 様 

はじめに自己紹介をさせ

ていただきます。私は、昭和

54 年に大阪国税局に就職し、

この間、和歌山には 3回赴任

しています。海南税務署にも

勤務いたしました。今回は酒

税について、お話させていた

だきます。と言うのも私は

2/3 が酒税に関する仕事を

していましたので、一番詳しいからです。 

国税庁の役割は、公平な税の徴収、酒税、税理士に

関する事があります。中でも酒税に関しては、税のみ

ならず、酒造産業の振興も含まれています。酒税の歴

史は、日本では、足利義満の時代 1300 年代に 壺 200

文の課税がなされたそうです。仕事としては、賦課徴

収、免許（製造から小売）、行政（致酔飲料…酒類の

販売管理（未成年者飲酒防止）、酒類容器のリサイク

ル、財政物資…適正利益の確保、最近では輸出）とな

ります。 

本題に入る前に

２点、コマーシャ

ルをさせてくださ

い。マイナンバー

制度とダイレクト

納付です。お手元

のパンフレットを

ご覧いただき、ご

協力とご利用をお願いします。 

 日本酒の独自性として、世界の酒の起源としては、 

ぶどう酒、さる酒と言われています。製法も醸造酒、 

蒸留酒とあり、醸造酒は、その地域の主産物を原料に

使い、蒸留酒はこれに熱を加え、蒸留します。 

アルコール発酵は、でんぷん⇒ブドウ糖⇒アルコー

ルの手順です。糖化に関しては、東洋はカビ、西洋は

酵素を使います。発酵に関しては、ワインは、ぶどう

糖⇒葡萄の酵母で 12～14 度になります。また、ビー

ルは、麦⇒麦芽⇒糖化⇒酵母 5～6 度、日本酒は、

米⇒米麹（コウジカビ）⇒酵母（並行複発酵）20 度

になります。殺菌法は、パスツール（1866 年）、低温

殺菌法、火入れ（1500 年代）で 60 度～70 度になりま

す。 

○日本酒のタイプ 

 １ 清酒の製法品質表示基準（平成元年制定） 

   特定名称酒…本醸造、純米酒、吟醸酒 香味 

色択が良好 

 ・本醸造酒…江戸時代（スッキリ・燗酒）…アル

コール使用制限（白米重量の 10％） 

  ・純米酒…しっかりした味（米の味）、オンザロ

ック…精米歩合の制限なし 

  ・吟醸酒…吟醸造り（高精白・低温長期発酵 30

日）吟醸香が特徴 贅沢な酒 

 ２ その他の呼称 

   生（貯蔵）酒 生詰 古酒 原酒 

 ３ 甘辛 濃淡 

   酸度との関係 

 ４ 日本酒の飲酒温度帯 

   5～55 度 ひれ酒 80 度 

   飲用温度によって名前がついている…日本人

の味覚の繊細さ、吟醸酒をねる燗で味わう 

○和歌山の酒 

 １ 和歌山で造られている酒 清酒・焼酎・リキュ

ール（梅酒）・ワイン（梅）・ビール（地ビール） 

 ２ 海南は和歌山一の酒どころ 

   全酒類の 75％ 日本酒 70％ 

 ３ 甘辛・濃淡グラフ 

 ４ 地酒の入手方法 

 ５ 地元の食材を地酒で味わう…お気に入りのお

酒発見 

終わりに、日本酒は、吟醸・純米酒伸び、本醸造・

普通酒は減少しています。広い温度帯で飲める酒が本

来の日本酒です。ご飯を炊くときにチョコ一杯の日本

酒をいれるとつやが出ます。これをしていただくと、

需要振興として、60 万 kl、世帯の 1/3、32 万 kl で 

+50％となります。酒は百薬の長、酒は天の美禄、人

間関係の潤滑油となります。日本酒には 100 種類以上

のアミノ酸があり、健康に良いといわれています、た

だし、過ぎたるは及ばざるがごとし、酒は飲んでも飲

まれるな。飲み過ぎはダメです。健康にお酒を飲むは、 

やわらぎ水、酔うという漢字は、酉は酒、9時遅くて

も 10 時までです。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1852 回 平成 27 年 11 月 19 日(木) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 

海南３クラブ合同例会 
ガバナー公式訪問 

 

 

 

 

阪口 洋一 君  野上様、本日、卓話ありがとうご

ざいます。 
横出 廣 君         〃 
千賀 知起 君     〃 

  山名 正一 君     〃 
  林 孝次郎 君    生石山のお店は、紀美野町の補助

もあり、営業しています。 
中村 俊之 君    漆器祭り、沢山の人が来てくれま

した。 

会報・広報・雑誌・IT 委員会    委員長：三木 正博   副委員長：寺下 卓   委員：大谷 徹  林 孝次郎  山田 裕之  重光 孝義


