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▲

本日のプログラム
　お祝い行事
　「米山月間にちなんで」
　冨山直司 米山記念奨学会委員長
　「イニシエーション・スピーチ」
　中井拓司 会員

▲

10月12日のプログラム
　「イニシエーション・スピーチ」
　平井真也 会員
　「イニシエーション・スピーチ」
　宗森秀成 会員

例会報告（9/28）

出席報告
会員数　98名（内出席免除者14名）
出席者　79名（内出席免除者出席12名）
出席率　82.29％（前々回訂正後出席率94.85％）
ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆様，こんにちは。
　９月も今日を入れてあと３日で終わりです。10月からは上着，ネクタイ着用でよろしくお願いいたしま
す。
　先日の親睦旅行には，大勢の方にご参加いただき，ありがとうございました。劇団四季のミュージカル

『キャッツ』も吉本新喜劇も食事も何もかも，大変すばらしく楽しむことが出来ましたので，私個人的には
大満足の親睦旅行でした。参加された皆様も楽しんでいただけたのであれば，嬉しいのですが…。来年の
５月にも親睦旅行第２弾を企画いたしております。次回も皆様と親睦を深める楽しい旅行にしたいと思っ
ておりますので，ご参加の程，よろしくお願いいたします。
　さて，本日の卓話は，岡山東税務署 副署長　磯邉様をお迎えし，法人番号についてのお話を賜ります。
今後はこの，「法人番号」がいろいろな面で重要になってくるそうです。是非，この機会にしっかり勉強し
たいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。

お 食 事
中華幕の内，中華スープ



幹事報告
１．10月のロータリーレートは，１ドル＝112円です。
２．本日を持ちまして，上着，ネクタイ着用免除の例会（９月迄のクールビスの期間）は，終了いたします。

次回例会10月５日（木）からは，上着，ネクタイ着用でお越しいただきますようお願いいたします。
３．他クラブの週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　末籐達也 副委員長
　本日例会終了後，４階「鷲羽の間」におきまして親睦活動委員会を開催しますので，ご出席予定の皆様
はお忘れなきようご出席よろしくお願い申し上げます。
　
●職業奉仕委員会　大西直規 委員長
　本日ポスティングをしております。本年度の職業奉仕委員会としましては「企業と子育て」という主要
テーマを設けまして，いろいろな視察をしたり，シンポジウムをやろうと思っています。第１弾としまし
て，11月２日に例会終了後，14時30分に現地集合ということでホテルグランヴィア岡山に集まっていただ
き，ホテルグランヴィア岡山の横に併設されていますポストメイト保育園・ホテルグランヴィア岡山を視
察させていただこうと考えています。いろいろな企業内保育のカタチをこれから勉強していこうと思って
おりますので，ふるってご参加よろしくお願いします。

●囲碁同好会　弘中環 会員
　今週の日曜日，10月１日アークホテル岡山において10時から囲碁同好会を開催させていただきます。今
回は３名の手ごわい小学生が参加すると聞いております。私も負けないよう頑張りたいと思います。ご参
集のほどよろしくお願いいたします。

●スマイル●
藤井 ①親睦旅行おつかれ様です。ありがとうございました。春にも親睦旅行予定しています。

よろしくお願いします。　②岡山東税務署 磯邉副署長様，ようこそ岡山東 RC へ。
井上（一） 大阪の親睦旅行は大変充実して楽しい旅でした。藤井会長，親睦活動委員の皆さん，横

手さん，お世話になりました。
更井 岡山東税務署 磯邉副署長のご来会を歓迎いたします。ご講演を楽しみにしております。
糸島 大阪での観劇会では親睦活動委員会の皆様に，タクシーの移動では武会員にお世話にな

りました。
藤岡 ①９月23・24日の秋の親睦旅行に参加しました。生まれて初めてのミュージカルを見て

感動し，女房が孫達を連れて再度行くことになりました。　②親睦活動委員会の皆様，大
変ありがとうございました。

冨岡 ①岡山東税務署 副署長 磯邉一茂様，岡山東 RC へようこそお越しいただきました。　②
９月23日（土）・24日（日）の「秋の親睦旅行」では，三垣日出人委員長をはじめ，親睦活動
委員会の皆様，横手さん，大変お世話になりました。また，60名もの多くの参加者にも
かかわらず，皆様のご協力のおかげで，けがもなく，楽しい旅行ができましたことに感
謝いたします。

内山（淳） ①たくさんの会員ご夫人とご一緒できた親睦旅行はとても楽しい思い出となりました。
藤井会長，冨岡幹事，三垣委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様，横手会員には大変お
世話になりました。　②岡山東税務署 磯邉副署長様，ようこそ岡山東 RC へお越しいただ
きました。
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三垣 先日のロータリーの旅行では大変多勢の方に参加いただきありがとうございました。
色々と不手際がありましたが，これからもよろしくお願いします。

大西 23日の大阪親睦旅行では，会長，幹事，三垣親睦活動委員長をはじめ親睦活動委員の
方々には大変お世話になりました。黒住会員の奥様が感激され，家内に「ハマッタ，ハ
マッタ」としきりにおっしゃっていました。劇中フィナーレで流れた映画「追憶」のメ
ロディーを今週家内が我が家でずっと「口ずさみ」，私の頭の中でそのメロディーが「う
なるように」鳴り続けています。参りました。

諸國 先日の大阪旅行では，水上バス，吉本新喜劇，しっかり楽しませていただきました。ま
た，故宮の料理は久し振りに「美味しい」といえる料理でした。ありがとうございまし
た。

小橋 三垣親睦活動委員長，先日の親睦旅行はお疲れ様でした。また，色々とお世話になりあ
りがとうございました。また，藤井会長，近藤典博先輩，多くの皆様にお世話になり，
ありがとうございました。

堀 ①三垣親睦活動委員長，焼肉ごちそうさまでした。　②和氣会員，昨日はありがとうござ
いました。御社のアテンドの女性がとても美人でした。さすがです。　③藤岡副会長，先
日はありがとうございました。大変勉強になりました。

内山（隆） 親睦旅行では，初めてのキャッツ，吉本新喜劇と楽しい企画をありがとう。大変高級な
店での食事，満足しました !!　親睦活動委員会の皆さん，横手さんありがとう。

武 先般の旅行では会長，親睦活動委員会の皆様，そして横手会員にお世話になりました。
おまけに可愛い Cat ちゃんと握手ができました。

三好 先日，娘に二人目の男の子が生まれ，孫が一人増えました。にぎやかになり，ありがた
いことです。

若林 大阪旅行では，三垣委員長はじめ親睦活動委員会の皆さん，横手さんに大変お世話にな
りました。キャッツ観劇では３匹の猫と握手でき，ラッキーでした。

髙山 ①楽しい事がありました。　②早退します。
池田 ①親睦旅行では，藤井会長，冨岡幹事，三垣親睦活動委員長をはじめ，楽しい旅行を企

画していただき誠にありがとうございました。　②藤岡副会長，先日は大変お世話になり
ました。

菅野 ９月23日〜24日 秋の親睦旅行，大変お世話になりました。楽しい大阪二日間でした。あ
りがとうございました。

斉藤（良） ①藤岡さん，ありがとうございました。　②内山隆義さん，ありがとうございました。　
③大阪への親睦旅行では藤井会長，親睦活動委員会の皆さん，横手さんには大変お世話
になりました。ありがとうございました。

安藤 先週末，ベトナム現地法人の社員の結婚式に出席してきました。11人と“乾杯”してきま
した。そのため，親睦旅行に出席できず申し訳ございませんでした。

横手 秋の親睦旅行，皆様のおかげで無事終了できありがとうございました。
赤松 昨日の BS4チャンネル「笑点特大号」で，先日なんばグランド花月で観た漫才と全く同

じものを聴きました。秋の旅行では，皆様おつかれさまでした。
近藤（聡） S.A.A. に協力 !!　わかる人にしかわかりませんが，「ブルーライトヨコハマ」のキーがわ

かりました。次回をご期待下さい。
松本 先日の親睦旅行では皆様お世話になりました。日曜日が娘の小学校最後の運動会の為，

日帰りとなり，中華料理と吉本は見れなく残念でしたが，運動会の親子競技で久々に娘
と手をつなぎ走ることができました。ころびませんでした！

渡辺（学） ①秋はメーカーの会議が多く，例会を欠席しがちで申し訳ありません。お詫びの気持ち
でスマイルします。　②藤岡さん，昨日はお世話になりありがとうございました。

末藤 三垣親睦活動委員長，先般の大阪では深夜の危険な食事，ごちそうさまでした。
影山 先日の親睦旅行では大変お世話になりました。初日のみの参加でしたがとても楽しい時



「法人番号についてのご紹介」 岡山東税務署 副署長　磯邉一茂 様

９月28日のプログラム

　平成27年10月５日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律 （共通番号法）が施行され，マイナンバー （個人番号） とともに，
設立登記法人等に対して法人番号が指定され通知書が送付されるとともに「国税
庁法人番号公表サイト」において基本３情報（①商号又は名称，②本店又は主たる
事務所の所在地，③法入番号） が順次公表されています。
　法人番号は，マイナンバーとは異なり，利用範囲の制約がなく，どなたでも自
由にご利用いただくことができます。
　法人番号公表サイトでは，「法人番号」「商号又は名称」「所在地」などから，基
本３情報を調べることができます。これらは，ダウンロード機能が提供されており都道府県別にデータを
ダウンロードして活用することができます。
　システム修正等が必要となりますが，サイトから基本３情報をダウンロードして活用することにより，
①取引先情報等の入力補助による効率化，②各社売掛金の管理を法人番号付きで行うことにより会計業務
の効率化・自動化を図ることができるほか，誤入力等による問題の解消にもつながります。
　また，国税庁を発番機関として国連及び国際標準化機構 （ISO） に登録し，「発番機関コード」を取得して
います。
　国税庁に付与された発番機関コードと法人番号を組わせることにより，電子商取引や電子タグを利用し
た物流において，国内のみならず国際的にも，法人番号を共通の企業コードとして利用することができま
す。
　法人番号を利活用し，政府が保有している法人情報による付加価値の創出を推進するための「法人イン
フォメーション」（経済産業省） が構築され，平成29年１月から運用が開始されました。各府省から情報提
供された補助金交付情報，委託契約情報などが閲覧等でき，地元企業との連携先の開拓等への活用が期待
されています。

間を過ごせました。また，ミュージカル キャッツを少しエッチな目線で鑑賞したことを
反省しております。

辻 親睦活動委員の皆様，横手様，親睦旅行で大変お世話になりました。また，藤井会長，
おみやげまでいただき，三垣委員長，焼肉ごちそういただきありがとうございました。
茶色のネコちゃんかわいかったにゃぁ。

松平 ①親睦旅行，皆様ありがとうございました。　②三垣委員長，焼肉ごちそうになりまし
た。　③仕事で少し良い事がありました。岡山県は更に良い思い出のひとつができまし
た。

中井 神田さん，佐藤さん，先日はありがとうございました。
土岩 藤岡副会長，先日は大変お世話になりました。とても刺激になりました。ありがとうご

ざいました。
藤坂 週末の親睦旅行，大変お世話になりました。日曜のみの参加でしたが，とても楽しい一

日になりました。吉本の弁当箱，洗って使います。
貝原 ①先日の親睦旅行では三垣委員長他，親睦活動委員会のみなさん，そして横手さんには

大変お世話になりました。　②三垣先輩，それと焼肉ごちそうさまでした。
 34件　169,000円



囲碁同好会（10/1）
　10月１日（日）アークホテル岡山にて，本年度第１回目の囲碁同好会が，開催されました。今回は，藤井
会長，冨岡幹事が応援に駆けつけてくださり，総勢16名参加の盛会となりました。また，大塚会員のお子
様（菓凜さん，楓香さん，恒太郎くん）も参加し，伸び伸びとした棋風で大人たちを手玉にとり，みなさん
楽しく親睦を深めることができました。優勝は，北村正発 囲碁同好会会長，２位 大塚菓凜さん（小６），３
位 仁科恭一郎会員でした。次回は，１月を予定しております。初心者の方でも歓迎ですので，ぜひご参加
よろしくお願いします。
 ［文章提供：佐藤英明 会員・写真提供：若林宣夫 会員］

藤井会長の挨拶

優勝　北村正発 囲碁同好会会長 ２位　大塚菓凜さん（小６） ３位　仁科恭一郎 会員

会場風景



10月の月間行事予定 � 経済と地域社会の発展月間・米山月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
５日通常例会

12日通常例会

19日通常例会

26日特別例会

・お祝い行事
・「米山月間にちなんで」冨山直司 米山記念奨学会委員長
・「イニシエーション・スピーチ」中井拓司 会員
・「イニシエーション・スピーチ」平井真也 会員
・「イニシエーション・スピーチ」宗森秀成 会員
・「スポーツで地域を元気に」

岡山トヨタ自動車㈱代表取締役社長　梶谷俊介 様

・親子３RC 合同特別例会（夜間）（於　岡山プラザホテル）

５日　　　・理事会
　　　　　・第１回指名委員会
　　　　　・第２回 I.D.M.

19日　　　・第２回指名委員会
　　　　　・写友「輪影」臨時総会
　　　　　・第２回クラブフォーラム
20日　　　・ゴルフ同好会（鷲羽 GC）
21〜22日　・地区大会（倉敷市）

10月の月間メニュー

５日通常例会
12日通常例会
19日通常例会

26日特別例会

・（ミリオンダラーミール）ポークフィレカツカレー，サラダ，デミコーヒー
・ナンキンスープ，ビーフハンバーグ 木ノ子添え デミグラスソース，ポテトサラダ，ライス
・ （下町メニュー（中華 チャーハン定食））チャーハン，鶏唐揚げ キャベツサラダ，ワカメスープ，

酢の物一品，デミコーヒー
・親子３RC 合同特別例会（夜間）（於　岡山プラザホテル）お肉メインの洋食メニュー

四つのテスト

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

※「四つのテスト」唱和について
　本年度，毎月第３週例会に於いて，「四つのテスト」を唱和いたします。以下，実施日。
　【2017年】８月24日（木），９月21日（木），10月19日（木），11月16日（木）。
　【2018年】１月25日（木），２月15日（木），３月15日（木），４月19日（木），５月24日（木）。
　なお，2017年12月，2018年６月の第３週は，特別例会の為，休止。


