
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

12月  1日 35(9) 前々回 29 90.63 3 森川、山田、丸茂 

12月  8日 35(9) 前回 30 100.00 0  

12月  22日 35(9) 本日     

                        http://www.yamato-rc.org/ 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   12月  29日 (火） - - 取り止め例会 

   1月  5日（火） - - 取り止め例会 

   1月  12日 (火） 12：30 2735 会長挨拶「年頭にあたり」 

   1月  20日（水） - - 4クラブ合同例会は中止となりました 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 冨岡弘文会員／遂にこの日がきました！

尊敬する眞鍋先生の卓話です。会長のおしゃべり

は短めに致します。どうぞよろしくお願いしま

す。籾山さんに、スーツを「いいじゃん」って褒

められたので。 

◆古木通夫会員／今年最後のヘモグロビンＡ1Ｃは

7.3で6以下にするという目標達成しませんでし

た。来年2日からいよいよ後期高齢者！どんな第4

の青春時代を送ろうか、ワクワクしてます。 

◆森川良三会員／今日あたり、私と料理のヘタな

妻の誕生日を祝って頂けそうな気がするので、ス

マイルします。 

◆増正之会員／携帯故障のためつながりません。

修理に一日かかります。申し訳ございません。 

◆花岡淳子会員／昨日、娘と外苑前のイチョウ並

木を見に行きました。ピークは過ぎてましたがと

ても美しく、たまには大和市を出ないと、と実感

致しました。それから、動物のカレンダー、お好

きでしたら受け取って下さいませ。 

◆山田己智恵会員／一輪車ク

ラブ公演の協賛金をいただき

ました。心から感謝申し上げ

ます。13日 14時からメイン

ホールで開催しますが、ご来

場いただける方がいらっしゃ

いましたら、チケットをお渡

ししますので、山田まで声を

おかけ下さい。 

 

＜12月のお題『2020年』＞ 

 

眞鍋藤正会員 

・三密で 今年のサンタは 空の上 

・三密を 避けてサンタは 雲の上 

・三密で チュウせぬうちに モウが来た 

・ねずみ年 アベノマスクで チュウチュウチュ

ウ 

委員会報告 バースデーお祝い 

スマイルBOX委員会 

戸張美穂会員                        

 

森川良三会員、おめでとうございます                    

  スマイルBOX   本日  ￥12,000 累計 ￥325,400  

【ワンコインスマイル】  

 

月間ＭＶＰの方だけプレゼ

ントをと考えておりました

が、武田先生のオリジナル

マスクをプレゼントさせて

頂くことになり、11月は、

ご参加の方全員にプレゼン

トをさせて頂きます！ 

 

柄は今ちまたで大ブームの

“きめつ”で～す。 
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なんと年内の例会はあと一回だけです。集える喜

びを噛みしめて例会運営をしたいと思います。 

 

 クリスマス家族会が中止となって、しょんぼり

してたら、親睦委員会が３月２８日にうかい亭を

予約してくださいました。 

 

１月の４クラブ合同例会も中止の連絡がありまし

た。この例会が中止になった分を通常例会をやる

のかは検討中です。会長になると例会は楽しみな

のですが、皆さん予定もあろうかと思うので無理

はしないつもりです。 

 

 本日は、会員卓話がダブルです。 

年度の後半は皆さんの卓話をたくさん聞けるよう

にしたいと思います。 

 

今日の会長の時間は短めに。 

 

 

 

 

・12月13日（日）クリスマス家族会 延期  

・12月15日（火）取止例会 

・1月20日（水）４クラブ合同例会 中止 

・3月28日（日）夜間移動例会（春爛漫） 

        うかい亭 

 

【配付物】 

・次第 

・週報 

・第6回理事会議事録 

・第1回理事予定者会議（期前理事会）議事録 

・眞鍋さん 卓話資料 

・北京飯店 お食事券 

                                

【回覧】  

・ロータリーの友 2019-20年度事業報告 

                        

 

三浦高義幹事 

2020年12月22日発行・編集：三浦 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 冨岡 弘文 幹 事 / 三浦 高義 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 本田 誠一  副幹事 / 伊藤 健司 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう】 

会長の時間 冨岡弘文会長 幹事報告 

  

 第 2733回 2020 年 12 月 8 日(火) 

     司   会  /    SAA  増 正之 君  

     斉  唱 /   「奉仕の理想」   

    Ｓ.Ｌ.   /      山田 己智恵  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし 

 



 

・消費税導入は、取りやすいところか

ら取るという典型で、年収が少ない人

ほど所得に対する負担は大きい。 

 

・源泉徴収制度を考えついたのはヒッ

トラーだと言われている。 

取りっぱぐれのない、便利な制度。会

社は預かっている立場なので、納付が

遅れると高い罰金（不納付加算税）。 

 

・ギリシャの時代、は関税が中心。

ローマ時代の頃まで、日頃、市民税金

は払わず、戦争になると自腹で準備を

して参加する義務があった。 

 

・日米租税条約、このお陰でAmazonは

日本で税金を殆ど払わない。アメリカ

では払うけど。アメリカの野球選手が

日本に来ても日本に税金を払わないな

んて、非常識が多くある。 

GAFAが典型的。日本に事務所がないと

日本の税金を払わない。 

プラットフォームという仕事の仕方。

日本に拠点が無いと税金が生じない。 

税金は本社のある場所で多く払う。

タックスヘイブン、パナマ文書の事件

が象徴的。 

 

・リーダーが自国に税金を払わないの

が間違った現状である。 

ソフトバンクの孫社長は、GAFAの社長

に比較して数十倍を払っている。 

 

・今日は、大東亜戦争開戦日であり、

ジョンレノンの亡くなった日。ビート

ルズは沢山課税されて、税金でお金が

なくなり解散した。これをきっかけ

に、本社をアメリカに移転したが、重

役会議はロンドンでやったらやっぱり

課税された。 

 

・脱税の世界史という本。イギリスの

植民地と課税地、当時のタックスヘイ

ブンの歴史も面白い。 

 

                                           

ミニ卓話 「税金雑話」 
眞鍋藤正 会員 

大和ロータリークラブ 今年度の活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

コロナで「在宅勤務」、「テレワー

ク」、「リモートワーク」等をよく聞

くようになりました。これらは、主に

社員が会社に行かないで自宅で働くこ

とを意味しています。 

 

今日は、社員ではなく、社長が自宅か

ら会社のパソコンを使うことをお話し

ます。「リモートアクセス」といいま

す。 

 

「リモートアクセス」を使うと、自宅

のパソコンがオフィスのパソコンに変

わります。オフィスのパソコンの画面

が、そのまま自宅のパソコンに表示さ

れます。また、タブレットやスマート

フォンでもできます。 

 

今日は疲れたから後は家で、とか、あ

の見積りを修正したいとか、いつで

も、どこでも仕事ができ、時間を有効

に使えます。 

 

「リモートアクセス」は、無料です。

インターネットにつながっていればOK

です。もう、会社のノートパソコンを

持ち歩く必要はありません。セキュリ

ティー的にも安心です。 

 

「リモートアクセス」では、自宅のパ

ソコンで入力し、オフィスのパソコン

で実行され、結果が送り返されます。

自宅で、オフィスのパソコンの性能が

使えますので、建築設計などには超便

利です。 

 

実際には、「Windowsリモートデスク

トップ」または「Chromeリモートデス

クトップ」を設定します。「Chromeリ

モートデスクトップ」を使うと、社員

に画面を見てもらいながら、自宅から

指示を出すこともできます。 

 

運用されるときは、セキュリティーソ

フトを入れることをお勧めします。 

ミニ卓話 「社長が使う 社長のための 

やさしいリモートワーク」 
吉岡善一 会員 


