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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2734273427342734回回回回

2010201020102010年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

後期インフォーマルミーティング

「会長経験者のその後の役割」

次回の卓話

2010年４月７日（水）

「雑感」

大賀祐造会員

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary;

R-O-T-A-R-Y

Is known on land and sea;

From North to South,

from East to West.

He profits most who serves 

the best;

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary.

R-O-T-A-R-Y



●会合報告

・3/14春木川・轟川清掃に櫻井新嗣幹事とともに

参加しました。

・3/17岸和田RAC例会に山形直道委員長とともに

出席しました。

・3/20～22ライラセミナーに山形直道委員長

川本直宏RAC会員・植田真吾RAC会員と共に参加

しました。

●3月31日振替休会

4月 1日(木曜日)

後期インフォーマルミーテイング

於・がんこ岸和田五風荘

午後６時受付

午後６時30分 例会開始

午後６時40分 後期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

●不眠症に対する漢方薬の紹介です。

「酸ソウ仁湯」は不眠・貧血・四肢のほてりに効果

があり、「黄連解毒湯」は上半身が充血・下半身が

貧血に、「三黄寫心湯」は顔面好調と上半身の充血

に有効そして「半夏厚朴湯」は咽喉部の異物感の改

善作用があります。

また以前紹介した「柴胡加龍骨牡蛎湯」も不眠に

処方されることがあります。
会員数４１名 出席義務会員数３６名

３月２４日 出席会員２５名 69.44％

３月 ３日 MUを加えて 83.33％

●櫻井新嗣幹事

(例会臨時変更)

岸和田東RC・岸和田北RC・岸和田南RC・関西国際

空港RC・泉南RC・阪南RC・高師浜RCから例会臨時

変更および休会のお知らせが届いております。

詳細に関しては事務局までお問合わせください。

●山形直道次期幹事

本日例会終了後に、2010－2011年度第１回クラブ

アッセンブリーを開催いたします。

各担当委員長の皆様は研修室②へお集まりいただ

きますようお願いします。

岸和田税務署署長 熊木 豊様

（卓話ご担当）

2010年3月24日 第2733回

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「春が来た」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話「税と歴史」

岸和田税務署署長 熊木 豊様

(紹介:西村政和会員)

岡本桂四郎会長



●岸和田税務署署長 熊木 豊様

伝統ある岸和田RCにて卓話をさせて頂きますので。

●岡本桂四郎会長

次回例会、インフォーマルミーテイングが楽しみ

です。よろしくお願い致します。

●櫻井新嗣幹事

家内の誕生日に美しいお花を有難うございました。

●西村政和会員

本日卓話を担当させていただきます。

●久松正典会員

本日2010－2011第1回クラブアッセンブリーです。

ご参加の程、宜しくお願い致します。

私は歴史が好きでして、この政治が行き詰まった現

代のリーダーとして、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康

の誰が相応しいかを考えてみたりしますが、本日は自

分の仕事である「税」の歴史についてお話させていた

だきます。

江戸時代が終わり慶応3年に大政奉還が行われまし

たが、財政の基礎となる税金は各藩に納められており、

政府には旧天領の租税しかなく乏しいものでした。

そこで明治4年の廃藩置県により政府が全国から徴税

できる仕組みが出来上がります。

「税と歴史」

岸和田税務署署長 熊木 豊様

資料①

資料②

明治10年に大蔵省租税局が設置、17年には主税局

が設置されています。そして明治20年に当時世界

でも画期的な収入に課税する「所得税」が導入さ

れます。このころ市制町村制の確立とともに府県

収税所が設置されますが、その後下部組織として

各地に税務署も全国で520箇所に設置されます。

なお岸和田市は大阪市・堺市につぎ大阪府で３

番目の市であり、岸和田税務署は府県収税所から

の歴史を誇っていますので、この伝統ある岸和田

税務署に赴任した事は私にとって名誉であります。

さて、明治時代には日清・日露戦争が起こり、

また八幡製鉄所開業や鉄道敷設など国の整備に費

用がかかりますので、増税するともに「通行税」

「相続税」が創設されました。

大正時代は第一次世界大戦に日本も参戦し景気

良好となります。そこで戦時利得税が創設や配当

所得への課税も開始されましたが、勤労所得控除

や扶養家族控除もこの頃できています。

資料③



岸和田ＲＣ会長テーマ 活活活活きききき生生生生ききききロータリーロータリーロータリーロータリー Active  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  Rotary

近隣クラブ卓話ご紹介
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風荘
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岸和田東ＲＣ ４月９日（金）「最近の交通情勢について」岸和田警察署 交通課長代理

警部 宇野禮司様

岸和田北ＲＣ ４月６日（火）「久米田池桜まつり」川中富雄会員

岸和田南ＲＣ ４月８日 →４日（日）「家族例会」

次の昭和初期は世界的な金融恐慌の時代であり、

税収入が低下しますので、不況に対する税制改正

として「資本利子税」「営業収益税」が創設され

ました。

さらには「清涼飲料税」「酒税」そして「骨牌

税＝マージャンパイへの課税！」も創設されまし

た。その後日本は日中戦争から太平洋戦争に突入

し、消費抑制と戦費調達のため、いろいろなもの

に税が掛けられていきます。「物品税・入場税・

広告税」などが始まり「源泉徴収制度」の導入や

「法人税」の創設も行われました。

戦後の税制度に関しては皆様方のほうが詳しい

と思いますので割愛し、以上近年の税の歴史を披

露させていただきました。お時間があればさらに

歴史を遡って税に関しお話する機会があれば幸い

です。


