
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間         会長 武末喜久治君 

ちょっと前の新聞でした

が、京セラの創業者で日本航

空の名誉会長の稲盛和夫さ

んが書かれた記事を見まし

た。現在の鹿児島大学で有機

化学を勉強され卒業後碍子

メーカーに就職したものの

倒産寸前で退職が相次いで

いたそうですが、3年で退社

し翌年社員 8 人で京都セラミックを創業され 10 年後に

株式上場し、また、後に第二電電（今日のKDDI）を設立

されました。全国に若手経営者の育成のための塾を開設

され、今は政治から1歩距離をおかれているそうですが

若手政治家の育成に力を注がれました。2010年に経営破

綻した日本航空の再建を要請され、2年で営業利益2000

億円というV字回復を成し遂げられました。 

その稲盛さんが日本人が持っているおもてなしの精神

を、サービス産業ではもっと発揮すべきだ。つくられた

笑顔ではなく、心からのおもてなしの気持ち。お客様が

思っていることを気持ちよくしてあげることが一番大事

だと言っておられます。力を貸してほしいといわれ、何

も知らないまま再建を引き受けたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

飛行機を何百機も持ち、整備工場で毎日、保守点検を

して安全に飛ばして行く産業ではないかと思っていたが

着任してみると究極のサービス産業だと気がついたそう

です。着任するまでは日本航空は嫌いで全日空しか乗ら

なかった。日本航空はマニュアル一辺倒で心が伴ってい

なかった。まずそこから打破しようと考えた。つぶれた

日本航空に乗っていただけるお客様に心から感謝するに

はどうしたらいいか。経営陣と一緒になって全社員が協

力してくれなければ再建はできない。「客室乗務員の皆さ

んの接客態度で、また乗ってくれるかどうかが決まるの

ですよ。」と懇々と話をしていった。笑顔が戻り一生懸命

に考えてお客様に接するようになってから、がらりと業

績が良くなっていったそうです。 

「私がもしラーメン屋なら、おいしいラーメンをつくる

ため常に工夫し努力をする。ラーメンとはこんなもので

すよ。というのではなくよそのラーメンを食べその味を

出そうとすればもっと良いものができる。」「会社を起業

するのが難しい時代という見方もあるが、そんなことは

ない。良いアイデアや具体的な計画があれば、支援する

ところはいくらでもある。自らの利益をただ追求するの

ではなく自分以外の周囲の人達が豊かになるように考え

る利他の心が大事と思う。」 

稲盛さんは、今も中堅・中小企業の経営を助ける活動

をされているそうですが「利他の心」をベースに経営し

ている会社は非常に順調にいっているそうです。思いや

りや、礼儀正しさといった日本人が持つ良さが賞賛され
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第 1869 回 平成 27 年 2 月 5 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    田中 俊實 

中部分区ガバナー補佐    押川 弘巳 

RIテーマ・第 2730地区テーマ 

   『ロータリーに輝きを』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

   『クラブの活性化』 

2の月間テーマ  

   世界理解月間 

７．月初めのセレモニー  

８．ＢＯＸ披露 

９．各委員会報告 

10．ライラ報告  

11．次週例会案内 

12. 点  鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

 国歌斉唱・奉仕の理想 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 
本日の例会案内   ＊米山ランチ  

  ＊月初めのセレモニー  ＊新入会員入会式    

＊ライラ報告   ＊雑誌紹介   ＊理事会 
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次週例会案内 2月 12日（1870回） 

 ＊外部卓話―ＡＬＴ ハナ・ロバートソン様 

  

   

第 1868 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



る時代が来ると思っていると結ばれています。 

たまたま私の店では月曜の休みに、あるメーカーの協

力で17歳から21歳の若い従業員に接客教育を行ないま

した。講師の先生が笑顔のつくり方の実践訓練をしたの

ですが、昨日、私が稲盛さんの話をして笑顔の大事さを

理解してくれました。自らの利益だけを追求するのでは

なく他人の利益を図ろうという考え方。まさしくロータ

リーの職業奉仕であります。稲盛さんが京セラでも日本

航空でも経営の基本にしてきた、世の為人の為に尽くす

ことが事業の成功にもつながるという「利他の心」を私

も大事にしていきたいと思った記事でありました。 

 

■幹事報告                  幹事 青木善明君 

＜文書案内＞ 

＊高鍋高校ラグビー部後援会 

 よりお礼状 

＊会長エレクトセミナー案内 

 日時 平成27年3月7日 

    研修①13：30～ 

平成27年3月8日 

    研修②8：30～12：10 

 場所 キャトルセゾン・マツイ（延岡市） 

 

 

■出席報告         出席委員長 長野孝吉君 

出席状況（1/29） 

会  員  数 46名 

出 席 会 員 数 40名 

ホーム出席率 86.96％ 

前々回修正出席率 86.96％ 

 

 

■ＢＯＸ披露    親睦活動委員長 坂田師通君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

＊高鍋税務署長境様をお迎え 

して。卓話宜しくお願いしま 

す。小泉潔君をお迎えして。 

ようこそ高鍋ロータリーク 

ラブへ。 

藤本範行君 小泉さん、ようこ 

そわが高鍋ロータリークラ 

ブへ！共に学びましょう。高鍋税務署長の境様本日は 

卓話を楽しみにしています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2月の例会案内 

 

   2/5  月初めのセレモニー・雑誌紹介 

      ライラ報告・米山ランチ・理事会 

   2/12 外部卓話―ハナ・ロバートソン様（ALT） 

      2/19 会員卓話・プログラム委員会 

   2/26 会員卓話・100万㌦ 

☆外部卓話         高鍋税務署長 境 弘行 様 

 

 皆様こんにちは。 

高鍋税務署の境で

ございます。本日は高

鍋ロータリークラブ

の例会にお招きいた

だきましてありがと

うございます。また、

税務署行政に対し、深

いご理解と格別のご協力を戴きまして、厚くお礼申し上

げます。特に申告（e―ＴＥＸ）のご利用につきまして重

ねてお礼申し上げます。 

少し自己紹介をさせていただきます。 

私は大分県の中津市の出身です。中津藩は 10 万石の

譜代大名の城下町で昨年末までＮＨＫの大河ドラマ「黒

田官兵衛」の舞台にもなりました。「クロカン」という

呼び名で人気を博し、「黒田官兵衛資料館」の入場者が

30万人を超え、中津城の入場者も前年に比べて7倍も増

加したそうです。中津の著名人としては一万円札の「福

沢諭吉」、産業としては、自動車産業の「ダイハツ九州」 

観光地としては、「耶馬溪」「青の同門」食べ物として

は、「ハモ料理」Ｂ級グルメの「鳥のから揚げ」などが

有名です。 

今月の3月には東九州自動車道が福岡県豊前市まで開

通しますので、車で3時間半ぐらい、日豊本線の特急で

は大分駅でソニックに乗り換えて4時間ぐらいです。是

非訪れていただければと思っております。その節には私

に一報を下されば何かお役にたつかもしれません。 

 高鍋には昨年の7月に熊本国税局から参りました。こ

れまで転勤した回数は21回を数え、平成10年から17年

連続の単身赴任であり、記録を更新しています。その単

身赴任の中で、宮崎県勤務が 8年間と長く、大分県が 5

年間、熊本県が 3年間、鹿児島県が 1年間の計 17年で

す。その中で宮崎県勤務は、宮崎税務署が3回で4年間、

延岡税務署2年間、日南税務署1年間、高鍋税務署1年

であり、大変宮崎を身近に感じています。また、宮崎の

人の優しさ、食べ物が美味しいこと、見所が多いこと等

日頃から職員へ話しているところです。 

 ここで高鍋税務署の歴史をご紹介します。 

 明治29年11月1日に全国520箇所に税務署が誕生し

ました。その時に、「高鍋村南高鍋1528番地」に児湯郡

一円（高鍋村他14村）を管轄する税務署として発足しま

した。大正15年5月15日「高鍋町北高鍋1416-1」へ移

転し、昭和 30年 1月 1日、美々津町が日向市に編入さ

れて、高鍋税務署から延岡税務署へ管轄が変更されまし

た。その後、昭和44年3月28日、現在の場所に庁舎を

新築しています。 

 管内は児湯郡と西都市で、人口が約104千人、法人数

約1570社です。年間の税収は4年前の数字ですが約140

億、税収の多い税金の種類では、酒税、消費税、源泉所

得税、法人税、申告所得税の順です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 酒税につきましては、児湯郡と西都市には酒造場が 8

場ありまして、管内の税収の30％を占めており、この割

合は他の税務署と比較しても高い割合であり、高鍋税務

署の特色の一つと言えます。 

 せっかくの機会ですので、お酒の消費量などについて

ご紹介します。 

 宮崎県成人一人当たり（25年 4月～26年 3月）の年

間消費量は、清酒２ℓ、焼酎２０ℓ、ビール１８ℓ、その他

ワイン、ウィスキー、リキュール､その他もろもろで、 

合計９３ℓを飲んでいるそうです。 

 各都道府県の年間消費量は、東京都合計１１１ℓ、高知

県９７ℓ、新潟県９３.７ℓの順になっておりまして、宮崎

県は第５位だそうです。さすがに２位に水をあけて東京

が１位でありますが、その周辺に位置する千葉は３３位 

（７３ℓ）、埼玉は３５位（７２ℓ）、神奈川は３８位 

（７１ℓ）とあるのは、都内に勤務している近郊在住のサ

ラリーマンの「会社帰りに近くで一杯」が東京でカウン

トされているのが原因ではないかと思われます。また、

九州ではアルコール度数の高い焼酎を多く飲んでいます

ので、純アルコール数量に換算すれば上位を独占するか

もしれません。 

私は甘いものが大好きでして、８年間宮崎県に勤務し

た私の独断で決めました宮崎の三大銘菓（饅頭）は、高

岡町の長饅頭、国富町の白玉饅頭、佐土原町の鯨羊羹で

す。その他に、延岡市の虎屋のやぶれ饅頭、日南は飫肥

のお清せんべいや南郷の道の駅のマンゴーのソフトクリ

ームがお勧めです。 

児湯地区の食事でお勧めなのは、上品なロールキャベ

ツを綺麗に盛り付けられてある高鍋町のロールキャベツ

丼、海老が１０尾盛られている川南町のあさしお丸の海

老天丼、ゲシュマックのランチ、３酒類のタレを混ぜて

食べる都農町の金ふぐ丼のほか、道の駅都農にはたくさ

んの品々があり、みかんの試食だけで十分満足できるな

ど、児湯地区の食を満喫しております。 

皆様のように事業をされている方は、「事業の継承」

について関心があると思いますが、２７年１月１日から 

相続税の基礎控除が５千万円から３千万円、法定相続人

１人当たりの控除が１千万から６百万に引き下げられて

おります。今迄ならば相続税の申告が必要のない方にも

控除額が引き下げられたことに伴い、申告が必要な場合

がありますので十分にご確認されますようお願いします。 

 次に、贈与税についてですが、通常の贈与は、基礎控

除が１１０万円ですから、１年間にその金額を超えると

贈与税がかかります。ただし、「相続時精算課税」を選

択した贈与者ごとに、２５００万円までの特別控除がご

ざいますので、その金額まではかかりませんが、相続時

にその金額を加えることで相続税を精算（計算）します。 

 他にも、住宅資金の非課税、教育資金の非課税、結婚・

子育て資金の非課税などもございますので、十分ご検討

されることをお勧め致します。 

 最後になりますが、私どもの任務は、「適正かつ公平

な課税の賦課及び徴収の実現」を図り、税務署は「国民

が納税義務を果たすお手伝いをする機関」と位置付けて

います。税は「国の礎」と思い、「誠と正直」の心を持

って仕事に臨み、取り組んでまいりますので、これから

も宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ゲストの 小泉 潔 様      R情報委員長 福岡直樹君 

 

 

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

月 
宮崎南 宮崎観光ホテル西館8階 

宮崎東 ウェルシティー宮崎 

火 

日向東 はまぐり荘 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 ウェディングパレス敷島 

都城北 都城ロイヤルホテル 

水 

日向中央 はまぐり荘 

宮崎北 ホテルマリックス 

都城西 ホテル中山荘 

佐土原 サンホテルフェニックス 

木 
宮崎中央 サミット・クリスタルルーム 

都城中央 ホテル中山荘 

金 

宮崎西 宮崎観光ホテル 

日向 喜重会館 

都城 メインホテルナカムラ 

 

 

 

講師紹介 平山英俊君 

 

 

 

 

 

 

 


