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遠田会員

ロータリーソング 「我等の生業」
◎本日の出席状況
出席：25 名（21 名）中 13 名

61.9％

欠席：大原・長野・斉藤（守）・斉藤（英）・松本・鯨井・草野・平山（相澤・藤井・山口・柴田）各会員

会 長 挨 拶

鈴 木（ 恭 ） 会 長

最初にお詫びから入ります。来週の例会にについて、どうしてもそこに税務調査の予定が入ってしまいま
した。お休みとなってしまいますのでよろしく御願いします。運悪く三須幹事も業務の関係で、事務局の東
さんもワクチン接種の関係でお休みとなってしまいます。更に当日は第２グループガバナー補佐の小石様が
ご訪問頂く予定になっており、会員の皆様にはご迷惑をお掛けすることをお詫びいたします。申し訳ありま
せん。
さてその原因となってる税務調査ですが、昨年よりコロナ禍により臨場調査、つまり納税者の自宅や事業
所に行って、対面で行う税務調査は概ね中止となっていました。私自身も昨年の緊急事態宣言の隙間に一件
有っただけでした。今年は緊急事態宣言が明けた 10 月１日に連絡があり、来週の木曜日にどうしても行う
こととなってしまいました。
一応現在のコロナ禍においては、それを理由に調査を断っても構わないことになっています。事業所に行
く法人税の調査ならそれほど気にならなくても、自宅に臨場することが多い相続税などは調査に行きにくい
様です。実際ここ２年間相続税の調査は私のところには来ていません。実際にはコロナを理由に調査を断っ
ても延期になるだけで、何処かで落ち着いたら再度調査になることがほとんどだと思います。それなら慌た
だしいこの時期に終わらせてしまうのも効率的とも思われます。
税務調査は通常４月から６月、８月から 11 月にくることが多いです。１月から３月は個人所得税の確定
申告で税務署も繁忙期であるので避けます。７月に人事異動があるので、そこまでに引き継ぎなく一旦調査
を終了させるようにしたい意向があります。年末も同様に調査案件の年越しは避けるようになっています。
ただ最近は２月でも調査の依頼が来たりして、少しこのペースが当てはまらない場合も出てきています。各
税務職員の調査件数のノルマの達成の為など新たな要因が出てきているようです。
どちらにしても税務調査を受ける時期を選べるなら、６月か 11 月なら税務署も区切りまでに終わらせた
いので、早めに終わらせようとする気持ちがあるので有利になることがあります。もちろんそんな時期を選
ぶより税務調査で大きな指摘がされない申告書を提出しましょう。

幹 事 報 告

三須幹事

１．10 月理事会決定のポリオプラス寄付金として 1,000 ドル（112,000 円）の寄付を行いました。その他寄
付金の項目より支出致しました。
２．米山特別寄付として

クラブより３名の会員に各 8,000 円を補填しました。

・相澤会員：200,000 円の寄付により

米山功労 56 回目

・山口会員：100,000 円の寄付により

米山功労 12 回目

・大原会員：100,000 円の寄付により

米山功労 13 回目

を、それぞれ取得されました。

以上により 400,000 円の寄付を行いました。
※米山記念奨学会より相澤会員・山口会員・大原会員にそれぞれ感謝状が贈られております。
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３．ロータリー財団特別寄付として
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クラブより４名の会員に各 6,000 円を補填し

・相澤会員：1,000 ドル（112,000 円）の寄付によりマルチプル 15 回目
・斉藤（守）会員：1,000 ドルの寄付によりマルチプル５回目
・鈴木（恭）会員：1,000 ドルの寄付によりマルチプル６回目
・山﨑会員

：1,000 ドルの寄付によりマルチプル７回目

・三須会員

：1,000 ドルの寄付によりポールハリスフェロー

を、それぞれ取得されました。

以上により 50,000 ドル（560,000 円）の寄付を達成いたしました。
皆様ご協力ありがとうございました。
４．第１、第２グループ合同情報研究会のお知らせ
日

時：2021 年 11 月４日（木） 受付

12：30

点鐘

場

所：船橋商工会議所６階大ホール及び Zoom 配信

13：00

※感染拡大防止のため、各クラブ３名のみ会場参加：鈴木会長・三須幹事・水庫会員
Zoom 参加できる会員はこれから回覧致しますリストへ氏名・メールアドレスの記入をお願い致しま
す。
５．前年度前々年度

会長幹事慰労会・西川さん送別会の申し込みのお願い

日

時：2021 年 11 月 18 日（木）

受付

17：30

場

所：稲荷屋

会

費：無料 （例会食事費にて充当致します）

締

切：11 月 11 日（木）

点鐘

18：00

６．草野会員が怪我をされました。クラブ慶弔慰規定第５条に基づきお見舞をお渡しします。
◎各委員会報告
３つのお祝い
結婚記念日

10 月

本日の卓話

藤代会員

三つのお祝い対象会員

・来週例会欠席いたします。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。申告是認を勝ち取ってきます。
鈴木
・結婚記念日にお花を頂きまして。何とかやっております。

恭浩

藤代清七郎

・三つのお祝いされた会員の皆様卓話ご協力有難うございました。興味深い卓話に感謝。コロナ禍で制限さ
れた生活習慣は何時になったら元に戻るんでしょうか？

遠田

毅

・９月誕生日の卓話ありがとう。後期高齢者になりましたが、ガンバッテます。ハイキング（高尾山他）・テ
ニス・散歩（毎日 10 ㎞目途）あと何年できるか。
・大家先生、知らない話をたくさんしてくださりありがとうございました。聞いてビックリ！

岡田

敏男

織戸

豊
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・誕生日にちなんでの卓話をさせて頂きました。地道な努力が必ず自分にかえってくると、私は信じてがん
ばっています。
・仕事が入っており、途中で失礼します。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

10 月 14 日

11,000 円

累計

水庫

直子

山本

宏子

183,000 円

次回予定
10 月 21 日（木） 第 2096 回例会
米山月間に因んで

長野委員長

10・11 月のプログラム
10月21日（木）
28日（木）
11月４日（木） 情報研究会
11日（木）
18日（木） 夜間移動例会
前年度・前々年度会長幹事、
西川さん慰労会
25日（木）
週報今週の担当

山

本
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