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４つのテスト (FOUR WAY TEST)
言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

「こ ころの中を みつめよ う
博 愛を広げる ために」
-Reach within to Embrace
Humanityカ ルヤン・バ ネルジー
ＲＩ会 長
大澤徳平ガ バナー
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本日のプログラム 9/22
西牟婁振興局健康福祉部
田辺保健所 衛生環境課
課長
村 上

毅 様

次回のプログラム 9/29

田辺税務署長

野 口 卓 士 様
管理運営部門統括官

小 藪 吉 生 様

名誉会員

中西 力三郎 様

「 苔 寺 (西芳寺)」撮影 柏木壽夫会員

出席報告
会員数
出席規定免除会員数

出席計算会員数
出席者
出席率
メイクアップ
修正出席率

第2887回
85名
10名
82名
70名
85.37％
3名
89.02％

第2888回
85名
10名
83名
67名
80.72％
6名
87.95％

第2889回
85名
10名
83名
59名
71.08％

メイクアップ
9月11日
9月13日
9月14日

宮本（地区:米山委員長会議）
榎本長(田辺はまゆうRC）
榎本長(田辺東RC）

お 祝 い

☆先日は歓迎会を催して頂き､ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。･････････････池永
☆歓迎会､どうもありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願い致します。･････････････････････松田
☆新会員歓迎会､多数のご参加ありがとうございました。
残金はニコニコへ入れさせて頂きます。新藤､植田英
☆新井さん､ロータリーゴルフ優勝･自己ベストおめで
とう。･･････････････････････････････野村富､中松
☆メンバーに恵まれロータリー9月ゴルフ優勝させて頂
きました。･････････････････････････････････新井
☆林業関係の旅行でオーストラアのダービン･ケアンズ
へ行って自然を満喫して来ました。日本に帰ってそ
の自然の災害に驚かされました。･････････････廣本
☆先日､仕事で田辺市本宮町･新宮市熊野川町へ行って
来ました。津波の後のようで言葉を無くしました。
一日も早い復興を願います。･･･････････････福本雅

会員誕生日 南､鎌塚､大川
配偶者誕生日 白井仁子(浩）
玉井眞澄(洋司）
鈴木淳子(和夫）

ニコニコ箱
☆卓話謝礼をニコニコ箱に頂きました。･････････････
････････････････････････田辺税務署長-野口卓士様
☆田辺税務署長野口卓士様､統括官小藪吉生様､ようこ
そ卓話楽しみにしています。･････････････････濵口
☆田辺税務署長野口さん､卓話楽しみにしています。･･
･････････････････････柏木､玉井､植田芳､長井､近藤
☆野口税務署長､本日卓話楽しみにしております。来月
当社に税務調査に来て頂けるそうです。･･･････新井
☆税務署長ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみ
にしています。･････････････････････････････畑地
☆米山功労者第4回マルチプルを頂きました。････伊賀
☆米山功労者頂きました｡ありがとうございます。田中

田辺市とみなべ町へ復興のための支援金をお渡ししました。

お知らせ

会長報告
・9月11日にクラブ米山記念奨学委員長会議が行われ､
宮本恭平委員長が出席されました。
・9月13日に先日の理事会にて決定致しました､台風12
号災害復興のための義援金を会長･副会長･大木社会
奉仕委員長･幹事と共に田辺市とみなべ町へ持参し
ました。上富田町へは後日行います。金額と致しま
しては田辺市へ100万円､みなべ町へ20万円､上富田
町へ5万円です。
・9月10･11日に大澤ガバナーが､新宮･勝浦･田辺を廻
られ生活用品等支援物資を配布されました。

【植田英明副会長】

で購入し、プログラムの勉強を始めました。

・伊賀久記会長が第4回米山功労者マルチプルになら
れました。財団法人ロータリー米山記念奨学会より
感謝状が届いていますのでお渡しします。

プログラムを勉強してみて、税務でも活用できるの
ではないかと思い、税額計算システムを作ってみたと
ころ、職場の先輩から「これは便利」と言われ、ポケ

幹事報告

コンを何台か購入してもらいました。その時、私は

・ロータリー囲碁同好会より｢第10回ロータリー全国

「自分の開発したプログラムが全国の税務署で使って
もらえるようになればイイな」といった淡い夢を抱き

囲碁大会｣のご案内が届いていますので回覧します。
・地区より災害地の写真と災害支援物資リストが届い
ていますので回覧します。
・近隣クラブ会報､ザ･ロータリアン､ハイライトよね
やまが届いていますので回覧します。

委員会報告

ゴルフ同好会

ました。
元号が平成に変わり、大阪国税局に転勤。着任早々、
終電車まで仕事。公務員は９時〜５時までの仕事と思
われているかも知れませんが、本店(局)は、その当時、
ほぼ毎日、最終電車までの仕事が当たり前でした（今

新井康司会員

・榎本長治会員が､9月1日に白浜ゴルフ倶楽部にてホー
ルインワンを達成しました。10月2日の月例会を記
念コンペにする予定でしたが都合により来年に延期
します。月例会での記念コンペの日程が決まりまし
たらあらためて報告させて頂きますので同好会以外
の方も参加よろしくお願いします。

は随分改善されましたが）。平成元年はちょうど消費
税が導入された年で、消費税の税額計算システムを開
発したところ採用され、大阪国税局管内８３税務署に
配付されることとなりました。当時、仕事中にプログ
ラムしていると「遊んでいる」といった見方をされた
ので、最終電車の中でコツコツとプログラムしていま
した。

プログラム

時は移り、パソコンが随分普及してきた平成１３年、
国税局の１係長時代、ITを活用した申告の検討が始ま

『夢をかなえる』

り、私は独学でＶＢＡという言語を使って申告書作成
支援システム「自ＴＡＸ」を開発。国税局のＨＰに掲
載したところ、全国からアクセスが殺到。非常に注目
を浴び、ＤＩＭＥという雑誌にも紹介されました。
しかし、上級官庁である国税庁からは「大阪局は勝手
に何してるんだ！」と随分お叱りを受け、その結果、
私は国税庁に転勤となり、国税庁ＨＰの「確定申告書

田辺税務署長

野 口 卓 士 様

管理運営部門

統括官

小 藪 吉 生 様

７月の異動で田辺税務署長として着任いたしました。
田辺ロータリークラブの皆様方には税務行政に対して
深いご理解とご協力をいただきありがとうございます。

等作成コーナー｣の開発、更にはｅ-ＴａＸの担当補佐
となり、国会にも呼ばれたりしました。国税庁には当
初２年勤務を条件に単身赴任しましたが、契約更改!?
が続き、結局５年勤務して、ようやく大阪に帰ってこ
れました。

このたびの台風１２号で被災された方々には、心よ

振り返ってみると、就職１年目に抱いた「淡い夢」

りお見舞い申し上げます。税務当局といしましても、
損失申告の相談など全面的に支援していきたいと考え

が２０数年を経て現実のものとなりました。私は商売
人(うどん屋)の息子で、先輩からは「おまえは税務署

ております。

に向いてない」と良く言われたものですが、パソコン

さて、今回は限られた時間の中で、私の税務の職場で

の時流に乗ったことと、こんな私の才能!?を見出して
くれた国税組織に感謝しています。

の生い立ちを通じて「夢をかなえる」気持ちの大切さ
について、お話させていただきます。

民間企業でも世代交代の中、人材育成が喫緊の課題

私は昭和５８年に就職しましたが、税務のことは全

となっていますが、ノルマ主義でなく、如何に社員に

く知らず、「国税専門官」という名前に憧れて試験を

夢を持たせながら仕事をさせるか、また、今は「ひよ
こ」でも将来飛躍する社員を登用し活躍の舞台を与え

受け採用されました。当時の全国の所得税の申告件数
は約１４００万件、現在が２３００万件ですから、あ

るかが鍵のような気がします。

る意味のんびりした雰囲気がありました。税額表を片

最後に、「言葉を吐く」と言いますが、「吐」の文

手に算盤を使って申告書を作成する職員もいたことを
覚えています。

字を分解すると「口」と「±」。相手を誉める（悪口
を言わない）、いつもポジティブ（＋）な思考で発言

ある日、街角の電気屋さんにパソコンが置いてあり、

するように心がければ、「口」と「＋」⇒「叶」とい

少年がキーボードを叩く姿を見かけ、私は衝撃を受け

う字になり、「夢が叶う」のだそうです。私も、この
ことを肝に銘じ、今後とも「夢」を追いかけていきた

ました。「これからはパソコンができないと時代に取
り残されてしまう！」と。早速、電気屋でポケットコ

いと思っています。

ンピュータ（電卓に毛の生えたようなもの）を１万円
http://tanabe-rc.com/
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