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例 会 第１３５２回 通常例会/小杉苑 

ソング 君が代・奉仕の理想 ：ソングリーダー 笠原大輔君 

■ 会 長 挨 拶          渡邊芳隆君 

皆様、こんにちは

1 月は 10 日の藤

枝クラブとの新

年合同例会に始

まり、12.13 日は

第 17 回藤枝南ロ

ータリークラブ

杯争奪 U-10 チャンピオンサッカー大会例会が開

催されました。 

今年は、補助金を活用して新しく南ロータリーク

ラブ杯を作らせて頂きました。 

そして、今日の例会と皆様にお会いするのは久し

ぶりのように思います。いかがお過ごしでしょう

か。 

今朝の蓮華寺池公園の気温は昨日の雨のため充

電が出来ないので表示されていませんでした。今

朝は暖かく多分 6 度位かなと思います。 

12 月のクリスマス夜間でわが家の常備薬、安中散

を紹介しました。今日は、明治時代に発売された

日本の伝統的な下痢止め・胃腸薬。「木クレオソー

ト」を主成分とした丸薬で、特有のにおいがある

正露丸です。 

正露丸はいろいろなメーカーから発売されてい

ますが、ラッパのマークがついている大幸薬品が

発売している正露丸がおすすめです。 

5 歳以上の幼児から高齢者まで安心して使える下

痢止めで、日本では 100 年以上前から多くの人が

愛用し続けています。お腹の具合が悪くなってき

たら、昔から正露丸を服用してきました。下痢止

めとして効き目があるのはもちろん、その信頼度

の高さから安心して使えます。軟便、食あたりや

歯痛などへの効果がよく知られています。 

■ 理 事 会 報 告       森竹正晃君 

１ IGM の開催をお願いします。３月１３日例会 

時に報告出来る様にお願いします。クラブで 

１名当たり￥２０００の補助を出しますので、 

 領収書を人数×￥２０００でお願いします 

２ IM のお礼が、国際ロータリー第２６２０地区 

 静岡第４グループ ガバナー補佐事務局 

 磐田ロータリークラブから来ております 

３ 英字のロータリアンが来ております 

４ ハイライト米山が来ております 

５ 静岡県中部衛生保健事務所から「はたちの献 

血運動」のご案内が来ております 

 

■ 出 席 報 告          佐野博己 君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

43／51 84.31％ 40／51 78.43％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君 ○植田君○鈴木照君○竹田君○中村君 

○渕脇君○望月君 川口君  

(２)メークアップ者  

伊藤彰彦君（藤枝）稲葉俊英君（藤枝南） 

漆畑雄一郎君（藤枝南）大村和宏君（藤枝南） 

数野晴紀君（藤枝）杉浦聡君（藤枝南） 

玉木末雄君（藤枝）富澤賢一君（藤枝） 

富澤静雄君（藤枝）渕脇一啓君（焼津） 

村松章隆君（藤枝）渡邊博文君（日本平） 

 

 



 
 

■ スマイル B O X       佐野博己君 

・プレゼントありがとうございます。明日 40 歳 

 になります。40 代でやり残したことがないよ 

 う 1 年頑張ります。      中山恵喜君 

・ありがとう！         富澤静雄君 

・昨年 12 月 28 日に、母 恵美子が 90 歳で死去 

 致しました。東京での親族のみ 15 名の参列に 

 よる家族葬にて、静かに母を見送らせていた 

 だきました。ありがとうございました。 

                 平原望君 

スマイル累計額  ３２３，０００円 

 

■ 会 員 卓 話            大村和宏君 

 

皆様こんにちは、

昨年7月に入会さ

せていただきま

した大村でござ

います。昨年 2 月

より杉山株式会

社に常勤してお

ります。社長の杉山健吉は私の伯父にあたります。 

主に健康について話をしなさいとのことでござ

いましたが、自分自身の健康に関して申し上げれ

ば、両親をはじめご先祖様から頂いた身体はとて

も健康で、今のところ手術をしたことも、大病を

したこともございません。歯もいわゆる虫歯治療

をした経験はほとんどなく、それ等経験の無さは

今後への多少の不安とはなっていますが、あまり

気にしないことも健康法だと信じています。 

そんな私ですから、健康に関してお話しできるこ

とはいくらもなく、適度なアルコールと食事に加

え、ちょっとだけ過度な運動を心掛けている程度

ございます。さらに申し上げますと、藤枝南ロー

タリークラブの皆様の健康法等を半年お伺いし

て参りましたところ、本当に感服することばかり

で、私ごときがお話しできることはなく、御教授

いただきたいことばかりだと、心の底から思って

おります。ですから少し自己紹介をさせていただ

きます。 

自宅は東京の中野区にございます。中野駅からも

歩けなくはない距離ですが、最寄り駅は西武新宿

線の新井薬師前になります。近くには「新井山 梅

照院」や「哲学堂公園」がございます。いわゆる

新井薬師というのがこの「新井山 梅照院」なので

すが、こちらで祈願したところ、二代将軍秀忠の

お子様（和子の方・東福門院）が患った悪質な眼

病が快癒したこと等から「目の薬師」として、今

日まで篤く信仰されています。 

また「哲学堂公園」は、東京都の野球大会で広く

使用されていたようで、私よりも御年配で野球を

なさっていた方は、御存じの方も多ございました。

本来は明治時代に、東洋大学の前身である哲学館

の移転地として用意されたものが、移転が行われ

なくなったことから「哲学をテーマにした精神修

養の場」として創設した、世界でも珍しい公園で

す。園内には哲学に由来する建築物や碑、池や坂

などが点在し、哲学世界を視覚的に表現している

ほか、現在では野球場、サッカーグランド、テニ

スコートや弓道場などを備える運動公園として

も機能しています。 

ついでですが、私の自宅は三井の江戸屋敷の門前

通りにあったようで、割と広い道路付けですが袋

小路という恵まれた住環境でございました。袋小

路の奥には、越後屋呉服店・三井両替店から始ま

る三井財閥の資料群を所蔵しており、私が越した

ころにはまだ三井文庫と呼ばれる資料館での展

示が公開されていたのですが、現在は展示物の多

くは三井記念美術館に移転させたものと思われ、

一般公開はされていないようでございます。 

というわけで、比較的のんびりした下町風情の良

い土地でございます。 

さて、私の自己紹介などを連綿と申し上げてもつ

まらないだけですので、私の前職のお話を少し致

します。 

 私は東京国税局で採用いただき昨年1月まで35

年ほど勤務をいたしました。 

 法人税の調査に特化した勤務でございました

が、その他には国税庁のＡＤＰセンターに 3年ほ

ど、ちょうどグリーンカードの導入廃止決定後に

配属され、全国のオンラインシステムのおもりと

SE まがいの仕事をしておりました。 

さて、法人税の調査ですが、まず国税局での担当

分けをお話しします。 

大きくは３つの部署に分かれ、国税である法人

税・消費税・源泉所得税や間接諸税の調査等を担

当する法人課税部門、個人所得税や相続税の調査

等を担当する個人課税部門、税金の徴収や滞納管

理をする管理徴収部門の３つです。最近税務署で

は一元化として窓口の一本化を図っていますが、

窓口部署は、未だ先ほどの 3 部門からの派遣者に



 
 

よる寄せ集め部署の感が否めず、皆さんにもご迷

惑をかけることが多いかと存じますが、発展途上

でございますのでもう４～5 年たてばこなれてく

るんではないかと期待しております。 

皆さんにご対応いただくことが多い部署といい

ますと、法人課税部門でしょうか？ 私は前職 35

年のうち約 30 年強をこちらの部署で過ごしまし

た。 

法人税等の調査権限は法律等で定められており、

原則として資本金で国税局と税務署に担当分け

しております。国税局と申しますと、マルサを思

い浮かべる方が多いかと思いますが、マルサとい

うのはいわゆる課税を目的とした組織ではなく、

巨額の脱税者を、一罰百戒の理念で刑事告発する

ための組織でございます。国税局の上部組織であ

る国税庁では調査査察部という部署が直接のと

りまとめ部署になります。先ほどの資本金での担

当分けに基づく担当はこちらの調査課で担当い

たします。 

一方、税務署の法人課税部門や個人課税部門の上

部組織は国税局の課税部になり、こちらには「リ

ョーチョー」と呼ばれる（正式名称は資料調査課）

組織もございますがそちらは別の機会にて。 

さて、私は先ほどの調査部という部署に 20 年強

おりました。先ほど申しましたように、こちらで、

主として資本金1億円以上の法人の調査を担当し

ていました。 

基本的には業種単位で担当部門を決めており、古

くは業界団体とも通じておりました。 

私自身は、さすがに 20 年もおりますと、いろんな

業種にお邪魔させていただきました。前半は証券

会社を皮切りに、重工業メーカー、スーパーゼネ

コン、石油関連や某通信事業の巨人などにお伺い

しました。だいたいこの辺の会社様には 2 か月か

ら半年、毎日お邪魔している状態でした。 

その昔ウルトラマンという特撮番組があり、その

中の科特隊の基地は、その某通信事業の巨人の電

波系の研究所がモデルだったようです。お伺いし

た時にはなんだか懐かしい風景だと思った記憶

がございます。 

また、赤坂本社の某警備会社様では、受付嬢さん

が素晴らしいことに感心致しました。来社する方

の顔をすぐに覚えてしまっているうえ、その方の

目的迄概ね把握し、最適の行動をとっていただけ

るという、スーパーな受付嬢に出会うことができ

ました。ちなみに後から総務の方にお伺いしたと

ころ、受付嬢は会社の顔であるとの考えで、役員

が支店等を巡回して引き抜いてくるのが普通で

あるとのことでございました。 

ところで、その調査部に配属される前には税務署

勤務を数年しておりましたが、そちらでは銀座の

バーやバブルの夜明け頃の地上げ担当等をして

おりました。 

銀座のバーでは、毎日のようにママさんの自宅に、

予告することなしにお邪魔して、私の仕事は玄関

を開けて頂くことでございました。半分空いたド

アに足を突っ込んだところ、革靴だけ中にお邪魔

してしまい、昼前から夕方まで説得を重ねた結果、

革靴だけ返していただいたことがございました。

割とある話だったようで、映画「マルサの女」で

は、強化靴、すなわちドアに挟まれても痛くて足

を引っ込めてしまうということがないようにし

た靴が使用されていたように記憶しています。映

画「マルサの女」で使用されたツールはその後実

用化されたものもおおございますが、強化靴は実

用化されたという話は聞いておりません。 

まだこのころは丸源ビルが始まったあたりで、金

銭的な問題からあまり若いママさんはおらず、化

粧が半分落ちた状態でお会いすることが多かっ

たこともあり、多少のトラウマが残って婚期に影

響したように思います。 

その後、バブルの夜明けには、地上げ屋さんを担

当しましたこの頃は、毎日対象物件の商流を遡り

5 件から 10 件の取引先に話を聞いて回る日々で

ございました。購入元に順次伺っていくのですけ

れど、一日のうちに複数の組事務所や右翼事務所

にお邪魔することもおおございました。教えてい

ただいた住所を探すとなぜかマンションの屋上

だったり（これは、きっと不法占拠していたんで

しょうね）、そして、玄関の脇にぶら下がっている

看板を発見したりして、ブルーな気分に浸ったこ

とを今でも覚えています。 

まあ、当時は看板を２～３分遠目に見詰めた後、

妻子なき身であることを理由に「まあいいか」と

伺ってみていました。 

こちらでは「月夜の晩ばかりじゃないよ」という

教えや「このまえうちに来た同業者が海に浮かん

だみたいだよ」という情報、はたまた「お上に迷

惑をかけるんじゃねえ」との怒声とともに、面前

で、若い、髪を剃った方がしばきたおされるとか、

よい人生経験をいたしました。 

あまりお話いたしますと、退職後であっても守秘

義務で引っ張られますので、この辺で差控えさせ

ていただきます。 



 
 

中々家族の関係やらで今すぐこの藤枝に腰を据

えるということはできておりませんで、クラブで

は御迷惑をかけることも多ございますが、先日も

お話しさせていただいたように、こちらに骨をう

ずめる覚悟で参っております。どうぞ、末永くお

付き合いをお願いいたします。 

お時間をいただき、ありがとうございました。 

 

■ 今週の一言         樽井勉 君 

「女っていうのは、

旦那に尽くして、

尽くして、尽くし

て、死んでいくよ

うな生き物だ」  

と桂ざこば師匠が、

ＴＶ”そこまで言

って委員会”で話

して、田嶋陽子のひんしゅくを 買っていました。

私は、「喋らない、飾らない、表にでない女」を女

房にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／数野君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

1/31（金） 

第 1353 回 
早朝例会  

2/3（月)  

第 1354 回 
節分例会 成田山 

2/15-16 

第 1355 回 
親睦旅行 金沢 

2/21（金） 

第 1356 回 
会員卓話 理事会 

おめでとうございます！ 


