
・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・卓　話　森  健二会員�

【会長報告】

　７日夜、会長幹事会（マロウド）。議題も少なく、

次年度Ｇ補佐を早めに選ぶため委員会を設け

る事で終了。会長幹事会は５／２が中止、６／６

次年度役員と一緒の会で最後となります。

　昨年、飯能靖和病院の方が豪州に行ったの

ですが、放射能の関係で豪州からは１年延期。

今年４／５～１１に６名の方が第３グループに来

られます。ＧＳＥ（グループ・スタディ・エクスチェンジ）

は２５～４０才の、仕事の経験の浅い方が他国で

研修、その経験を大事に、また仕事に励むとい

うもの。４年前、平沼年度に矢島（巌）会員がＧＳＥ

副委員長で、米国からメンバーが来ました。ホ

ームステイは藤原、柏木会員が快諾。４／１１

例会出席後、第４グループへという予定。日高と

合同で引き受けており、日高の庭園デザイナー

を招待して１コマ埋め、農協の販売所を見て

回ります。私の知人で「たねの森」という商売を

しているご夫婦を通訳代わりに招いています。

【幹事報告】

・週報：狭山中央、入間南ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇日高ＲＣ�

・３／２７（火） ３／２８（水）飯能ＲＣとの合同夜間

　　　　　　例会に変更　点鐘１８時�

・４／３（火）  移動例会　観桜会　ニックス狭山�

◎地区ロータリーより�木川一男会員へ

 「リーダーシップ研修会修了証」贈呈（会長より）

木川会員：３／１０（土）嵐山での「ロータリーリー

ダーシップ研究会（ＲＬＩ）」の勉強会は９時か

ら５時まで缶詰。９人１組、４０分の討議形式、

各員が意見を述べました。テーマは「クラブを

超えたロータリー／米山記念奨学事業につい

て／会員組織と会員維持／ロータリーの効果

的な奉仕プロジェクト／リーダーシップと目

的／Ｒ財団の基礎的な知識」の６つ。「今、世界

のＲＣは８割が夜間例会。日本は昼間が多い」と、

来年ＲＩ会長になられる田中作治氏が申され

たそうです。日本からＲＩ会長が出るという事

で上層部はだいぶ緊張しているようです。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　島田君

　次年度構成表と座談会のお知らせ（４回・満

寿家）を配付。ご都合の悪い方は振替出席を。

また、４／４役員顔合わせ会（清河園）への出欠

報告は次週例会までに私にお願いします。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

３／７（第３G）吉島君、間邉君�

３／１０（ガバナー）木川君

３／１３（日高）田辺君、山岸君

【結婚・誕生日祝】　中里（忠）親睦活動委員長

◇古稀おめでとう　杉田一昭君�

◇入会記念日おめでとう�

　中里（昌）君、柏木君、市川（昭）君、丸山君

◇結婚記念日おめでとう�

　加藤君、小久保君、川口君、矢島（高）君

　服部君、杉田君、吉田（行）君

◇会員誕生日おめでとう�

　１大野君、２小川君、１０橋本君、１３杉田君

　１５雨間君、２４柏木君、２５石井君、３０前島君

◇夫人誕生日おめでとう�

　５神田（敬）夫人、６吉島君、１３吉澤夫人

　１８土屋（良）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・次年度構成を本日お願い致しました。いよいよと気をひき

　 しめております。何卒よろしくお願い致します。  安藤君�

・木川先生、修了証書おめでとうございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋君�

・森健二様、卓話、有難うございます。�

　　　　　　　　　　　  市川（洋）君、高橋君

・入会記念御祝い有難うございます。

　　　　　　　　　　　  中里（昌）君、丸山君

・いろいろお世話になりました。　　丸山君�

・８９回目の誕生日を迎えました。　  橋本君�

・古稀・誕生日・結婚記念日、お祝い有難う

　ございます。　　　　　　　　　　杉田君�

・誕生日祝い有難うございます。前島君、石井君�

・結婚記念日のお花、有難うございました。

　小久保君、川口君、服部君、矢島（高）君、吉田（行）君�

・妻の誕生日のお花、有難うございます。

　神田（敬）君、吉島君、吉澤君、土屋（良）君、石井君�

・早退　　　　　　　　　　木川君、高橋君

本日計８０，０００円、累計額９３３，１２５円。

◎２１日例会当番は中里（昌）会員、中里（忠）会員です。

�
【卓　　話】

　税理士の森と申します。市川（洋）プログラム委員長
より「３月１４日にスピーチを」との厳命。明日３月１５日
は税理士にとって１年で一番長い日。ここ１週間位、
夜中の１２時前に仕事を終えた事がなく、何を話そう
かと思いつつ何の準備も出来ませんでした。
　私が所沢支部（所沢・狭山・入間・飯能）税理士会執
行部に入ったのは１０年位前。２００１年、「２１世紀は
どんな世紀になるのかな」と思っていたわけですが、
小泉第１次内閣が形成され、直後に同時多発テロ。た
またま所沢支部が川越から独立して３０周年で、支部
長の半田先生の発案で大規模なゴルフ大会をしてい
た。そこへ「飛行機が突っ込んで来た」というニュース。
「大変だ」という事で義援金を募ったりした記憶があ
ります。あっという間の１０年で世界の情勢がすっかり
変わってしまった。平成になった頃、中国のＧＤＰは
日本の８分の１。２０年前、日本は世界のＧＤＰの１４％
を占めていたが、世界のＧＤＰが大きくなって、存在
感としては９．４％とだいぶ少なくなってきている。
　国民の三大義務は「教育、勤労、納税」。「教育」は、憲
法第２６条第１項に「すべて国民は、法律の定めると

ころにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を
有する」とあり、義務ではない。
第２項に「…その保護する
子女に普通教育を受けさせ
る義務を負ふ…」とある。
税理士会で、小学校での「租税
教室」をやっており、私も何
回か講師になりましたが、最
後に「義務教育って何？」と
聞くと皆「学校に行かなくち

ゃいけない」等、答えます。私は「それは違うよ。教育
を受ける義務があるんじゃなくて、あなた方は権利
を持っているんです」と話す。「教育」は権利と義務。「勤
労」も（憲法第２７条第１項）権利と義務。「納税」だけ
が「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務
を負う」（第３０条）と、ひたすら義務なのです。
　税理士法第１条「税理士は、税務に関する専門家と
して、独立した公正な立場において、申告納税制度の
理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関
する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る
ことを使命とする」。“独立した公正な立場”が明記。
普通の商行為なら“クライアントの立場で”となりま
すが税理士法上はそれをやってはいけない。他の士
業は権利の代理をするのに対し、税理士は（納税の）
義務の代理。クライアントにとって都合の悪い事も
言わなければいけない。また、税理士業務は（無償でも）
税理士以外がしてはいけないという規定がある。申
告を他人に頼めば有料が当たり前ですが、それすら
支払えない経済的弱者に関しては（タダでも普通の
人には出来ないのだから）税理士が全部やらなけれ
ばいけないだろうというので「無料税務相談」をやっ
ています。所沢支部３０４名が去年も約９００人、いろん
な所でやりました。租税法は基本六法には入ってい
ませんが、税は国の根本的な歳入。無いと国はやって
いけないわけで、税法もすごく大事。国のためにいろ
んな事をやっているのかなという気が致します。
「埼玉りそな経済情報」からの資料をご覧下さい。
国の平均年齢は４４．９才。２０年後は４９．９才との予測。
飯能は４５．２才で県内４０市で３８位。トップは戸田市、
３９才。最下位、秩父４６．６才。人口は所沢、入間は増加、
飯能、狭山は（前年比）１．５％減。税は、所得・利益、資産、
消費の３つが基本。３つが少なければ税収も上がらず、
市のサービスは低下。１４才未満が１万人を切り、６５才
以上（統計上「非生産人口」）が１万９千人。１人当た
りの所得は２７０万円から２６０万円に減。１位は和光市
３５０万円、最下位は秩父２００万円。外国人登録者数
は８６７名、９．７％増。高齢化のため外国人に頼らざる
を得ない状況。住宅の平均価格は３３万６千円／坪。
所沢は５０万円台。所得、消費、資産が少なく、飯能は
三重苦。膨大な土地の利用の仕方によっては違って
くるが、市の財政はこれから非常に厳しい。
　人が少ないのであれば販路を大幅に拡げないとい
けない。飯能の事だけで考えていたら一蓮托生でダ
メになる可能性もある。どれだけ外から人を呼べるか、
そういう覚悟がどれだけあるか。急務は事業承継。
次世代にどうハンデを負わせず移していくか。私は
「最長で２０年掛かる」と言っています。能力のある
従業員が新しく代表者になって良くなるかと言うと
あまり良くならない。大きな理由は覚悟がないのです。
〈コミットメント〉。息子・娘なら父母が苦労している背
中を小さい頃から見ていて、次を継ごうという時に、
表に出す・出さないは別ですが覚悟が出来ている。会
社にとってそれが一番大事だと思うんです。その覚
悟を育てるのに２０年という事なのです。そういう時、
身近で一番長い間見ている税理士を使って頂きたい。
単に自分の事を考えているのではなく、飯能市全体
の経済状況が良くならないと我々もダメなので、
一緒になって考えていくためにも、税理士を使って
頂ければと思います。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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ひとしく教育を受ける権利を
有する」とあり、義務ではない。
第２項に「…その保護する
子女に普通教育を受けさせ
る義務を負ふ…」とある。
税理士会で、小学校での「租税
教室」をやっており、私も何
回か講師になりましたが、最
後に「義務教育って何？」と
聞くと皆「学校に行かなくち

ゃいけない」等、答えます。私は「それは違うよ。教育
を受ける義務があるんじゃなくて、あなた方は権利
を持っているんです」と話す。「教育」は権利と義務。「勤
労」も（憲法第２７条第１項）権利と義務。「納税」だけ
が「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務
を負う」（第３０条）と、ひたすら義務なのです。
　税理士法第１条「税理士は、税務に関する専門家と
して、独立した公正な立場において、申告納税制度の
理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関
する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る
ことを使命とする」。“独立した公正な立場”が明記。
普通の商行為なら“クライアントの立場で”となりま
すが税理士法上はそれをやってはいけない。他の士
業は権利の代理をするのに対し、税理士は（納税の）
義務の代理。クライアントにとって都合の悪い事も
言わなければいけない。また、税理士業務は（無償でも）
税理士以外がしてはいけないという規定がある。申
告を他人に頼めば有料が当たり前ですが、それすら
支払えない経済的弱者に関しては（タダでも普通の
人には出来ないのだから）税理士が全部やらなけれ
ばいけないだろうというので「無料税務相談」をやっ
ています。所沢支部３０４名が去年も約９００人、いろん
な所でやりました。租税法は基本六法には入ってい
ませんが、税は国の根本的な歳入。無いと国はやって
いけないわけで、税法もすごく大事。国のためにいろ
んな事をやっているのかなという気が致します。
「埼玉りそな経済情報」からの資料をご覧下さい。
国の平均年齢は４４．９才。２０年後は４９．９才との予測。
飯能は４５．２才で県内４０市で３８位。トップは戸田市、
３９才。最下位、秩父４６．６才。人口は所沢、入間は増加、
飯能、狭山は（前年比）１．５％減。税は、所得・利益、資産、
消費の３つが基本。３つが少なければ税収も上がらず、
市のサービスは低下。１４才未満が１万人を切り、６５才
以上（統計上「非生産人口」）が１万９千人。１人当た
りの所得は２７０万円から２６０万円に減。１位は和光市
３５０万円、最下位は秩父２００万円。外国人登録者数
は８６７名、９．７％増。高齢化のため外国人に頼らざる
を得ない状況。住宅の平均価格は３３万６千円／坪。
所沢は５０万円台。所得、消費、資産が少なく、飯能は
三重苦。膨大な土地の利用の仕方によっては違って
くるが、市の財政はこれから非常に厳しい。
　人が少ないのであれば販路を大幅に拡げないとい
けない。飯能の事だけで考えていたら一蓮托生でダ
メになる可能性もある。どれだけ外から人を呼べるか、
そういう覚悟がどれだけあるか。急務は事業承継。
次世代にどうハンデを負わせず移していくか。私は
「最長で２０年掛かる」と言っています。能力のある
従業員が新しく代表者になって良くなるかと言うと
あまり良くならない。大きな理由は覚悟がないのです。
〈コミットメント〉。息子・娘なら父母が苦労している背
中を小さい頃から見ていて、次を継ごうという時に、
表に出す・出さないは別ですが覚悟が出来ている。会
社にとってそれが一番大事だと思うんです。その覚
悟を育てるのに２０年という事なのです。そういう時、
身近で一番長い間見ている税理士を使って頂きたい。
単に自分の事を考えているのではなく、飯能市全体
の経済状況が良くならないと我々もダメなので、
一緒になって考えていくためにも、税理士を使って
頂ければと思います。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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