■司会 SAA委員会 平吹正義委員長
■開会点鐘
会長 馬場 弘融
■国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」
「四つのテ
スト」今月の歌「紅葉」斉唱
ソングリーダー 渡邉良勝会員
■お客様紹介 会長 馬場 弘融
本日のお客様は、
日野法人会事務局長
青木 誠様、
事務局員
伊藤典行様です。 青木 誠樣には本日卓話をお願いしました。
■ニコニコ報告 親睦委員会
本田 誠委員長
ニコニコメッセージ紹介、
メッセージ後記
■出席報告 出席委員会
報告 内容後記

長谷川嘉則委員長

■会長スピーチ・報告 会長 馬場 弘融
先週の親睦旅行例会、
本田委員長ご夫妻のご尽力で、
内容充実し
かも楽しい2日間でした。御参加の皆様、
本田委員長ありがとう。
今日は悲しいニュースと明るいニュース2つから話します。悲しい
ニュースは、
昭和天皇の弟宮、
三笠宮さまが百歳のご長寿でご逝
去されたこと。古代オリエント研究の学者であられるとともに、
皇
室の民主化や戦争の反省などを素直に語られました。ご冥福を
お祈りいたします。
明るいニュースは、
ゴルフの松山英樹選手が世界ツアーで圧勝し
たこと。
まだ24才、
これからの活躍が楽しみです。
次にロータリーの話題です。
10月26日に地区内クラブ代表者会議がありました。ポイントをお
話します。
1.水野ガバナー年度の会計決算ならびに私たちが担った地区大
会の会計決算が無事承認されました。ホストクラブそして実行委
員長として、
ようやく肩の荷が下りた感じです。あらめて皆様のご
協力に感謝します。
2.日本のロータリー100周年が4年後に迫りましたので、
各クラブ
から分担金を払うことになりました。会員一人あたり200円です。
3.報告事項です。
RIの規定審議会への対応について、
米山奨学会への寄付のお願
い、
地区大会及び国際大会への出席のお願いなどがありました。
さて、
今日の卓話は、
日野法人会事務局長青木 誠さんのお話で
す。地元事業所の現状や取り纏めの大変さ、
ならびに多摩地域の
景気の動向など伺えると思います。青木さんよろしくお願いいたし
ます。その他報告連絡事項は、
河野幹事よりご報告申し上げます。
■幹事報告 幹事 河野和正
1.理事会報告。
a.IMについて、
11月11日（金）於：京王プラザホテル八王子
録開始14：30 開会点鐘15；00 ブレザー・ネクタイ着用。

登

b.八王子東RC合同例会について、
11月22（火）於：八王子ホテル
ニューグランド登録開始17：30
開会点鐘18；00.会費7,000円 平服着用
2.ロータリー財団月間にあたり寄付のお願いが届いてます。
3.親睦委員会より親睦旅行の「収支報告」
▲▲▲回覧物案内▲▲▲
1.光の家よりの礼状。
2.ロータリー財団ニュース。
3.米山奨学会会報「ハイライト米山」。
4.バギオ基金会報「バギオだより」。
■委員会報告 親睦委員会 本田 誠委員長
親睦旅行お疲れ様でした。12月20日はクリスマス会、
京王プラザ
八王子 登録開始16：30開会点鐘17：20、
会費15,000円、
ご家
族10,000円、
小学生以下8,000円 ビンゴゲームカード代1枚
1,000円 イベントはプロのマジシャン。サンタクロースの衣装が
ありますのでご協力ください。気楽で楽しいクリスマス会にしま
しょう。1月は日野でグルメ例会を予定しております。委員会では、
馬場会長のテーマ「和気あいあい」を春まで実践します。
■卓話講師紹介 プログラム委員会 中澤 洋委員長
青木さんとは八王子法人会からのおつきあいで30年以上になり
ます。日野法人会の誕生から今日まで事務方として支えてこられ、
業務にも精通されておられますので中身の濃いお話を伺えると
思います。よろしくお願いします。
■卓話「日野法人会について」 青木 誠樣
八王子法人会の事務局に入り、
青年部会を担当中澤
さんとは以来30年おつきあいをいただいてます。日野
法人会ができると同時に移り、
今日まで事務局に勤務
しております。法人会の業務並びに歴史についてお話
します。法人会は60年以上前に自主的に発足した団体です。日本
だけで外国にはありません。当時の税制は「賦課課税制度」で、
昭
和22年「申告納税制度」に移行したが、
インフレで納税者が急
増、
税務署・納税者に十分な準備もなく、
過少申告や無申告が相
次ぎ、
それに対する「更正決定」という悪循環が繰り返され、
民主
的な「申告納税制度」が機能しない状態だった。と当時の世情に
触れて、
法人会を紹介したコーナーがある日経のBS情報番組
「賢者の選択」の映像を紹介。法人会に85万社が加入、
全国441
法人会、
41都道府県にあります。税制改正要望・落語納税教室や
子供の時から税金教育などを行ない、
税を軸に地域社会に役立
つ活動を展開しています。
戦後の税制の確立に、
昭和24年シャープ博士が、
経済の安定に
資する・長期的かつ安定した税制樹立・均衡のとれた公平な税制
などを勧告。この勧告に基づき、
25年4月に申告納税制度の一層

の効果を期するため「青色申告制度」が創設された。このような背
景の中、
申告納税制度を定着させるために、
納税者が税の知識習
得、
記帳の習慣付け、
納税者の声を税務行政に反映させることが
重要であるとのことから、
税務当局側の呼び掛けもあって、
昭和24
〜26年にかけて急速に法人会が全国各地で結成された。第1号
は昭和21年11月石巻法人会（発足時は法人税協会）宮城県石巻
で東京の第1号は昭和23年5月新宿法人会（発足時は淀橋法人
会で全国で13番目）。日野法人会の前身は昭和26年八王子の繊
維業者が中心になり八王子繊維法人会として発足、
日野、
多摩、
稲
城では、
４０年代に入って組織された。昭和51年6月と東京国税局
より、
社団法人八王子法人会として設立許可を得て発足。
会員約3000社、
会長、
荒井呉服店荒井末男氏、
日野地区会長、
国
産機械の板谷幸雄氏。八王子税務署の納税者が増加全国一の確
定申告数になり税務署の分割が行なわれ平成6年7月に日野税務
署が新たに発足。この時新しい税務署をどこにするかが話題にな
り、
多摩センター案も浮上し、
実現していたら日野税務署でなく、
多
摩税務署、
多摩法人会、
多摩青色申告会になったかも知れません。
日野税務署は開設時は梨畑の中でしたが、
バイパスも開通・モノ
レールも開業し便利になりました。
「日野法人会」は日野税務署開
設と同時に八王子法人会から分離独立、
当時の会員2522社。民
法34条の公益法人は、
各省庁、
都道府県の裁量権で出来たため、
天下りの温床や不透明会計、
脱税等の不祥事が連続発生した。社
団法人や財団法人の形態で事業目的からかけ離れた事をやった
り、
大学・高校の同窓会が公益法人とされていました。一例が京都
の「日本漢字能力検定協会」です。
そのため、
平成20年12月から新公益法人制度が施行された。約
100年振りに公益法人制度の抜本的改革が行なわれ、
主務官庁
の「自由裁量」から、
監督指導が、
全国的な組織の公益法人は内閣
府で、
皆様ご存じの公益財団法人日本オリンピック組織委員会、
日
本相撲協会が該当します。
また、
都道府県の公益法人については、
各都道府県の公益認定等委員会に移行された。日野法人会はい
ち早く平成２３年4月に東京都より公益社団法人の認定をいただ
く。全国の法人会では6番目、
東京では大森、
玉川法人会に次いで
3番目です。公益社団法人のメリットは税法上34の収益事業であっ
ても非課税、
みなし寄付金制度、
企業・個人が支出する寄付金は優
遇措置等。デメリットは予算の５０％以上を公益目的事業に支出せ
ねばならない、
法律で3年に一度、
行政庁からの立入検査、
今月24
日から東京都から2回目の立入検査予定。法人会組織は1税務署
1法人会、
例外は都内の麹町税務署管内には、
麹町法人会と上場
企業を中心とした丸の内法人会がある。東京都内は49法人会、
多
摩地区には八王子、
町田、
府中など8つ。会員数23000社。
法人会の目的は「税知識の普及、
納税意識の高揚」
「税制・税務に
関する提言」
「適正・公平な申告納税制度の維持・発展」
「税務行政
の円滑な執行に寄与する」
「地域企業と地域社会の健全な発展に
寄与する。」です。引き続き日野法人会の概要を説明され、
活動と
して、
税の研修会・説明会、
租税教育活動、
税制改正要望活動、
地
域社会貢献活動、
企業の健全な発展に資する事業、
会員交流事
業、
地区・支部研修会、
部会活動、
広報活動を行なっています。
■謝

辞

■閉会点鐘

会長

馬場弘融

会長

馬場弘融

ニコニコメッセージ
馬場弘融さん・・親睦旅行も日本シリーズも終り秋も深まって来まし
た。美しい菊花や紅葉をながめながらにじみ出るような奉仕
を心がけましょう。本日は法人会事務局長、青木誠さんの卓
話です。よろしくお願いします。
河野和正さん・・１１月に入りました。天候ははっきりしませんが、体に
気をつけましょう。青木様、卓話よろしくお願い致します。
渡邉良勝さん・・地区大会がやっと終わったと思ったら今年度の大会
担当者からの問い合わせが増えて来ました。飯田さん宜しく
お願いします。
平吹正義さん・・楽しい親睦旅行、本田委員長ありがとう御座いました。
梅田俊幸さん・・先ほどまで明治神宮鎮座記念祭に参列していまし
た。今日は雨で寒くて参列者も少なかったですね。
濱田宣郎さん・・愈々、霜月！菊花香り、紅葉をめでる良い時節、同時に
向寒を迎える季節ですので、皆様ご自愛の程を・・・。
長谷川嘉則さん・先週の旅行は本当に楽しい旅行でした。会員の方々
の性格もよ〜〜くわかり、これからのロータリー生活に活か
せていけると思っています。今から来年の旅行を楽しみにし
ています。本田さん旅行の企画と朝からの魚のから揚げ、あ
りがとうございました。とても美味しかったです！！
天野武雄さん・・昨日やっと脱穀が終りました。これで来年米が食べら
れます。又、今月結婚４０周年が迎えられました。妻に感謝の
一言を言おうと思っています。
平 良信さん・・大統領を決める寸前の国もあるようですが・・・。私と
しては「トランプ」より「花札」の方が好きです。
星野幸夫さん・・青木誠様、ようこそいらっしゃいました。
中澤 洋さん・・日野法人会事務局 青木様伊藤様本日は卓話有難う
御座います。楽しみにしていました。
小髙俊明さん・・日野法人会 青木誠様、本日はようこそお越し下さい
ました。本日の卓話どうぞよろしくお願いいたします。
藤野益夫さん・・富士山も初冠雪。北国では平地でも雪が舞っていま
す。冬が足早でやってきています。青木さん法人会の話、楽し
みです。
早川忠男さん・・本日理事会が行われました。次の理事会が年内最後
の理事会です。新人、ご紹介頂けませんか。
生沼通男さん・・境内の菊がきれいに飾れて素晴らしいです。
安西 清さん・・久しぶりの出席、楽しみにしていました。
本田 誠さん・・吉崎さんにお手伝いをいただきましたので！！

出席報告 総数
第1320回 28
第1318回

28

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
22
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92.85％
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本日 37,000円

5

82.14％

累計607,700円

本年度目標額1,200,000円 達成率50.64％

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

黒川さん

朝倉さん

栗山さん

▲トピックス
1.空気が乾燥してきました。汗や皮脂の分泌が少なくなり、肌荒れが
起りやすくなります。乳液やハンドクリームをしっかり塗り、肌を乾燥
から守りましょう。男性も必要ですよ。
2.10月30日ノルディックスキー・ジャンプの女子は、昨季W杯個人総合
優勝の高梨沙羅が優勝。
3.大リーグWシリーズ、108年振りにシカゴ・カブス優勝。
4.11月4日「パリ協定」発効。
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