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◇ 開会点憧 

1. ロータリーソング    ・・・ 君が代・奉仕の理想 

2. ゲスト及びビジター紹介 ・・・ 親睦委員長 

3. 会 長 挨 拶     ・・・ 澤田 一幸 会長 

4. 幹 事 報 告     ・・・ 塩田  亨 幹事 

5. ニコニコＢＯＸ     ・・・ S･BOX委員長 

6. 出 席 報 告     ・・・ 出席委員長 

7. 卓  話        ・・・ 会長・幹事 就任挨拶 

8. ロータリーソング    ・・・ 四つのテスト 

◇ 閉会点憧 

                            

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

２０１7－２０１8 年度 

仙台宮城野ロータリークラブ 
 

例会場/ ホテルメトロポリタン仙台 

仙台市青葉区中央 1-1-1℡.022-268-2525 

例会日/ 毎木曜日 12:30～13:30 

事務所/ ホテルメトロポリタン仙台内 

℡ 022-268-3243 fax022-268-3296  

Email ： miyaginorc@dune.ocn.ne.jp 

例会予定 

7 月 13 日（木） 通常例会 

  卓話：ブラキムラ事務所 主宰 木村浩二様 

7 月 20 日（木） 通常例会 

  卓話：決まり次第ご連絡致します 

7 月 27 日（木） 例会・クラブ協議会 

詳細は下記のお知らせをご覧ください 

本日の予定 

澤田 一幸 会長 

塩田   亨 幹事 

「就任のご挨拶」 

第 1 回クラブ協議会開催のお知らせ 

本年度第 1 回目のクラブ協議会が下記の通り開催さ

れます。秋元俊通ガバナー補佐をお招き致します。各委

員会より方針の発表を頂きますので各委員長はご準備

をお願いします。 

記 

日程：2017年 7月 27 日（木） 

時間：12：30～13：00 例会 

     13：00～14：00 クラブ協議会 

※全会員出席対象となりますので、皆様ご出席下さい 

以上 

 

 

6月 15 日例会報告 

ご訪問頂きありがとうございます。 

【ゲストスピーカー】 

つしま税理士事務所 所長 對馬 一雄 様 

【ビジター】 

 ・仙台 RC     新妻 博敏 様 

 ・仙台青葉 RC 横山  治 様 

 

6/15 ニコニコ BOX 

☆新妻 博敏 様 …今月 27日、めでたく退任することにな

りました。皆様に育てていただきありがとうございました。

宮城野ロータリークラブのご発展をお祈りします。 

 

☆小泉 智夫 会員 …先日の地区表彰にて、ガバナー賞傘寿

のお祝いを頂きました。ありがとうございます。 

7月のロータリーレート 

１＄＝１１１円 

7月のお誕生日 

おめでとうございます！！ 

12日 佐藤 優昭 会員 

21日 丹治 洋 会員 

ご自宅にお花をお届け致します 

mailto:miyaginorc@dune


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018年度 第 1回 理事会 議事録 

2017.6.15 13：30～14：00           副幹事 土屋孝治 

【議題】 

 1．2017-2018年度 活動計画について 

  ・運営組織・年間予定表について:別紙運営組織図・年間予定表に沿って活動する。 

   在仙 11RCゴルフ大会(10月 29日、仙台カントリー)の幹事であるため、早めの他クラブへのアナンンスを行う 

 2．2017-2018年度 年会費、前期分クラブ会費について 

  ・2017-2018年度前期クラブ会費納入のお願い。今回はポリオ撲滅基金寄付(全期)4，000円に、米山記念奨学会寄付(全期)3，

000円に見直し、総額 187，300円で各会員あてに配布する。 

 3．部会補助金について ・麻雀部会に対して部会補助金を支出する。金額は昨年同額の 50,000円とする。 

  ・ゴルフ部会については、昨年の補助金があるので今年は支出をしない。 

 4，出席免除会員について  ・対象者で希望される方に関しては承認する。 

 5，会員増強について(目標と入金) 

・林会員、末永会員の退会の為、当面、26名でスタートして目標は 4名増の 30名とする。 

 6，第 1回クラブ協議会(7/27)について 

  ・例会(12時 30分から 13時 30分)終了後、クラブ協議会(13時 30分から 14時 30分)を開催する。 

   ゲストは G補佐秋元俊通氏(仙台西 RC)に来ていただく予定ですので理事の皆さんの出席をお願いします。 

 7，大村 RCとの交流について 

  ・直前会長伊藤会員が大村 RCに挨拶に行く予定であるので、熊本地震への助成について調整する。 

以上 

 

6/22 ニコニコ BOX 
☆澤野義章幹事…5 年間大変お世話になりまして本当にありがとうございました！！後任の本川武志さんも引き続き宜しく

お願い申し上げます。 

☆澤田一幸会員…伊藤会長・澤野幹事、1年間お疲れ様でした。また、澤野さんにおかれては、お世話になりありがとうござ

いました。ご活躍をお祈りしております。 

☆今野広子会員…伊藤会長・澤野幹事 1 年間お疲れ様でした。末永会員、澤野幹事、今まで大変お世話になりました。とっ

ても寂しいですが何処かで見かけましたらお声がけください。本川さん今後も宜しくお願い致します。 

☆塩田亨会員…伊藤会長・澤野幹事 1 年間大変お疲れ様でした。また、次年度幹事をまじめに自然体で努めて参りますので

皆様今迄以上にご協力をお願い致します。 

☆森川昭正会員…伊藤会長・澤野幹事 1年間お疲れ様でした。澤田新会長・塩田新幹事新しい年度楽しくいきましょう！ 

☆荒若健志会員…会長・幹事、1年間お疲れ様でした！ 

☆佐藤優昭会員…伊藤会長・澤野幹事 1年間ご苦労様でした。楽しい 1年でした！ 

☆髙橋良一会員…伊藤会長・澤野幹事 1年間ありがとうございました。活力ある RC 活動をやって頂きました。次期澤田会

長、塩田幹事宜しくお願い致します。 

☆小原喜公夫会員…伊藤会長・澤野幹事 1年間ご苦労様でした。 

☆丹治洋会員…伊藤会長・澤野幹事 1年間お疲れ様でした。 

☆千葉健会員…会長・幹事大変ご苦労様でした。楽しい 1年間でした。これからも宜しくお願い致します。 

☆佐藤邦彦会員…伊藤会長・澤野幹事 1年間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました！ 

査察調査の流れ 

⑴ 情報収集…各種資料や情報などを基に、多額の脱税行為を行っている疑いがある納税

者を探し出し、査察調査相当と認めれば事前調査を行います。 

⑵ 事前調査…内偵調査等により、更に詳しい資料や情報収集を行って脱税額の規模など

を測定し、多額の脱税(概ね 1億円以上)容疑」の有無を検討します。 

⑶ 調査着手…裁判所からの令状を基に強制調査に着手します。関係先の家宅捜索により

証拠物件の差し押さえ等を行なうとともに、嫌疑者である個人や重要な関係者に対して質

問調査を行います。 

⑷ 調査期間…脱税容疑と脱税額の確定まで調査を行います。着手から告発までの 1件あ

たりの平均期間は概ね 8か月ですが、2年に及ぶケーズもあります。 

⑸ 検察庁との合同調査…容疑が固まっているにも関わらず嫌疑者が否認を続けた場合、

検察庁との合同調査を行います。検察官が容疑者を逮捕し、拘留して取り調べを行います。 

⑹ 検察庁への告発・裁判…検察官が脱税容疑と脱税額が確定したと判断した時点で、担

当の査察官名で検察庁に告発。その後裁判が行われます。 

 

6月 15日卓話報告 

「やっぱり怖い 

『査察調査』」  
つしま税理士事務所 所長 

對馬 一雄 様 

 



 

 

 

 

6月 22日例会報告 

親睦夜間例会「納 会」 
18：30～ 割烹蒲焼 大観楼にて 

6月 22日木曜日に大観楼にて納会が開催されました。まずは、直前会長の佐藤優昭会員の乾杯ではじまりま

した。伊藤会長の挨拶にて、澤野会員が退会されるという残念な知らせがありました。末永会員もお仕事の都

合で退会されてしまいますが当日は、皆様へのご挨拶をいただきました。林会員も退会ということで 3名の仲

間が減るということで寂しい気持ちもありますが、3 名の皆様の今後のご活躍を祈るばかりです。そして、澤

野会員の後任という事で、本川武志さんが入会されます。お歳も近いので個人的にもすごく嬉しく思いました。 

伊藤会長、澤野幹事にとって、どんな 1年だったでしょうか？たくさんのご苦労があった分、会員は穏やか

なロータリータイムが過ごせたと思います。本当に本当にお疲れ様でした！！ 

親睦委員長 佐藤 邦彦 

   

 

   


