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＜点   鐘＞     会長 平林 英一 

＜ロータリーソング＞     我等の生業 

＜本日のビジター＞ 

高山ロータリークラブ 西野 徹 様 

＜本日のゲスト＞ 

高山市役所 野村 隆 様 

高山市役所 国際交流員 郭 永海 様 
 

 

＜会長の時間＞     会長 平林 英一 
 

2/14 から 2/17 の第 67 回ぎふ清流国体スキー競技が終了

しました。 

天候にも恵まれ大成功であったと思います。 

男女総合優勝は新潟県、女子総合は秋田県でした。岐阜県

は男女総合５位、女子総合４位と大健闘でありました。 

高山市文化会館での表彰式でのことですが、国島市長によ

る新潟と秋田の優勝代表者に高山市からの飛騨牛贈呈に

「反省会が楽しみですね」の声掛けにはとてもほんのりで

会場は和やかでとてもよかったと思いました。開会式での

「こんな山奥まで大会参加」の、お礼の表現も高山の人の

心が、伝わったような気がしました。開会式も閉会式も会

場いっぱいで大成功であったと思います。 

必ずやまた高山に来て下さることを期待したいと思いま

す。 

2/16 から確定申告が始まりました。ご存知のように今は

電子申告が増え税務署に持参しての確定申告は少なくな

りました。事務量の効率化は相当なものだと思います。 

今日は、23年税制改正の耳寄りな話をしたいと思います。 

更正の請求、税金の納めすぎの場合に還付できる請求期間

が延長されたということです。23年 12月 1日以前は、更

正請求が、申告期限から 1 年でしたが、12 月 2 日以後か

らは 5年に延長されました。ただ間違いに気が付くかです

が税務調査等で過去を調べているとわかることがありま

す。損をしないということです。 

ただその逆に税務署長が、増額更正できるのも 3年から 5

年に延長されました。税務調査は普通 3年ですが 5年間す

ることも可能ということです。 

なお、不正の脱税の場合はご存じだと思いますが、現行通

り 7年です。 

では、税金が減額なる例をあげてみましょう。 

所得税の場合医療費控除の不足、老人扶養控除、障害者控

除、寡婦控除、強制経費となる減価償却費不足など、相続

税においては、土地、株式評価の過大や相続財産から引け

る借入金や未払い金など、認めるかは税務署側にあります

から説明できるように書類は必要です。納税者側に立った

改正であることは間違いありません。 

とはいえ間違った確定申告して損をしないように注意し

ましょう。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 新宮 一郎 
 

◎ 国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・ ロータリー財団新補助金制度（未来の夢）オンライン

セミナーのお知らせ 

・ 2011-2012年度ＲＩ表彰意義ある業績賞推薦のお願い 

◎ 国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクト事

務所より 

・ 会長エレクト研修セミナー開催のご案内 

日 時：3月 17日（土）10:00～16:30 

会 場：大垣フォーラムホテル 

登録料：10,000円 

◎ 濃飛分区ガバナー補佐剱田廣喜様より 

・ 濃飛分区第 1回クラブ親睦ゴルフコンペ参加のお願

い 

○ 美濃加茂ロータリークラブ会長より 

・ 濃飛分区第１回クラブ親睦ゴルフコンペ開催のご案

内 

日 時：5月 20日（日）9:00頃スタート予定 

会 場：明智ゴルフ倶楽部 賑済寺ゴルフ場予定 

○ ロータリー米山記念奨学会より 

・ ハイライトよねやま 143号 

○ 高山ロータリークラブより 

・ 例会変更のお知らせ 

3月 29日（木）定款により休会 

◆会長  平林 英一   ◆幹事  新宮 一郎   ◆会報委員長 岩本 正樹   ◆会報担当 仲谷 政美 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

913 回 
51 名 51 名 44 名 － 86.27% 

前々回 

911 回 
51 名 51 名 40 名 3 名 84.31% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2011～2012年度 高山中央 RC会長テーマ 

「人として生きる」 

＜出席報告＞ 創立 1991年 5月 20日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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○ 高山西ロータリークラブより 

・ 例会変更のお知らせ 

3月 30日（金）定款により休会 

＜日本国際民間協会より＞ 

・ 第 22回チャリティ・オークションのご案内 

日 時：2月 23日（木）～27日（月） 

会 場：大丸京都店 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

国際奉仕委員長 三枝 祥一 

 

卓話：高山市役所 国際交流員 郭 永海 様 

 

郭永海（カク エイカイ） プロフィール 

1981 年 9月中国雲单省保山市生まれ、漢民族 

1999 年 9月から 2003年 7月まで、雲单大学外国語学部日

本語科で日本語を勉強しました。2003 年 7 月、中国国家

公務員試験を合格し、雲单省昆明税関に就職しました。 

2003.07-2008.06昆明税関駐郵便局事務所 

2008.06-2010.01昆明税関保税課 

2010.01-2011.05昆明税関ﾊｲ・ﾃｸﾆｯｸ開発区管理課副課長 

2011.06－現在 日本高山市役所海外戦略室 

 

雲单省は略称「雲」ま

たは「滇」である。中

国文化で雲单の意味は

「彩られた雲の单」で

あり、「彩られた雲」は

吉祥、幸せまたは完璧、

そして希望を意味する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

桑月ガバナー年度の最後の仕事である地区記録誌が出来

上がりようやくすべて終わりました。ご協力頂きありがと

うございました。 高山ＲＣ 西野 徹 様 

 

高山ロータリークラブに西野徹様のご来訪を歓迎致しま

す。本日は、国際奉仕委員会担当例会です。高山市役所の

野村隆様、国際交流員の郭永海様、卓話をよろしくお願い

致します。 理事役員一同 

 

高山市国際交流員の郭永海様、講話をよろしくお願い致し

ます。 三枝 祥一 

 

ぎふ清流国体スキー競技会は、お陰様で無事終了すること

ができ、ありがとうございました。本日は出張のため出席

できませんが、代わりに中国昆明から来ている郭さんが参

加します。日本語は完璧ですので是非話しかけてやってく

ださい。 西倉 良介 

 

 

 

 

高山ＲＣ西野徹様のご来訪を歓迎します。二人目の孫が誕

生し、二人目も男の子。家の中が明るく毎日大変です。家

内の骨折も完治してニコニコへ。 足立 常孝 

 

高山ＲＣ西野徹様のご来訪を歓迎致します。 

 冨士井忠男 久々野国良 今井 俊治 

 

いよいよ今週 2/23社長就任祝いよろしくお願いします。 

 堀口 裕之 

 

高山ＲＣ西野徹様のご来訪を歓迎致します。2/3の節分会

では歌舞伎で共演させて頂き無事「封印切り」を終る事が

できましたのでニコニコへ。 伊藤 正隆 

 

高山ＲＣ西野徹様のご来訪を歓迎します。本日早退します。

すみません。 針山順一朗 中田 学 

雲单省の気候は垂直分

布の特徴があり、中国の

海单省から黒龍江省に

かけての様々な気候帯

を持っている。 

麗江古城は金沙江の上

流に位置し、標高 2,400

メートルで古代の美人

の末裔と見られるナシ

族の居住地である。1997

年 12 月 3 日にエネスコ

により「世界遺産」に登

録された。 

ここ 20 年来、雲单省は

自然風景、民族文化そし

て多様性を持つ気候な

どの優位を生かし、観光

業に大いに力を入れて

いる。 

雲单省は、煙草、生物資

源の開発及び革新、観

光、鉱物、電力といった

五大基幹産業の育成や

発展に力を入れている。 


