
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

［第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 
                   所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 1097 回(8 月９日)例会の記録  

 
点 鐘    佐藤圭司会長  
合 唱    四つのテスト 

第２副ＳＡＡ 若松会員 吉川会員 

 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３４名 ２９名 87.09％ 81.81％ 

 

  会長の時間         佐藤会長 

本日は、まず我がクラブの元会

員でもあられました狭山商工会議

所会頭の清水武信様が、大変お忙

しい中本日の外来卓話にお越しく

ださいましてありがとうございま

す。後ほど卓話の時間を楽しみにしておりますの

でよろしくお願い致します。 
 さて、今日の会長の時間は、先日土日で行われた

狭山七夕まつりが皆さまのご協力のもと大盛況の

内に終わりましたことの報告と、ここまで至る経

緯をお話させていただきたいと思います。 
 今回我々狭山中央ロータリークラブが初めて七

夕まつりに参加することになった最大のきっかけ

は、今年度のテーマとして掲げた「地域に根付いた

ロータリー～足元を見つめよう～」をモットーと

してまずは狭山の人々にロータリーを知って頂く

必要があると思ったこと。そして狭山で頑張って

いる二つのボランティア団体の活動を支援し交流 

 
を深めること、それが結果身近にロータリークラ

ブを知っていただくひとつのきっかけになればと

考えておりました。もうひとつの大きなきっかけ

は、我がクラブのパスト会長である小澤会員の私

有地であります七夕通りのど真ん中にある場所を

快くご提供いただけたことです。小澤パスト会長

はかねがね地元狭山の七夕通りの衰退を嘆いてお

り、「どうにかして昔のように少しでも活気溢れる

通りにならないか」と、そのような思いをお持ちで

あり、今回少しでも町や通りが活気付くことにな

れば、あるいは今後に向けての良いヒントが生ま

れてくるのではないかという思いが一致し、実行

することになりました。そして『狭山中央ロータリ

ークラブ ロータリーヴィレッジ』という名称に

し、６張のテントとロータリークラブの説明のパ

ンフレット、そしてポスター。６張のテントに七夕

の雰囲気を出すために七夕飾りをつけ、正面には

『狭山中央ロータリークラブ』の行灯を設置し、夜

の雰囲気もなかなかのものでした。 
そして、初日の花火大会の時間に、小澤パスト会長

のご厚意によりご自宅のテラスを開放していただ
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き、ロータリーの会員に花火観戦の特等席まで提

供していただきました。夏祭りの解放感と非日常

的空間に時間の安堵を感じながら、また空に消え

ゆく打ち上げ花火を約 20 名程の会員と童心に返

った思いで楽しく過ごさせていただき、重ね重ね

本当に小澤パスト会長と奥様にもこの場を借りて

お礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。 
 そして、日中の暑い中約 20 名もの我々クラブの

会員が顔を出していただきましたこと、本当にあ

りがとうございました。益子幹事と私も大変心強

い思いと会員同士の繋がりと絆を感じました。 
 私と幹事は軽い熱中症にもめげず、なんとか二

日間過ごさせていただきました。そして、清水会員

のご厚意により小澤パスト会長宅に花火観戦のた

めに長テーブル３基と、椅子 20 基を持って会社の

社員３名の方もお手伝いに駆けつけていただき、

本当にありがとうございます。お礼を申し上げま

す。 
 また、田端会員のきゅうりの浅漬け、浜野会員の

心に染みる冷たいジュース、本当にありがとうご

ざいます。そして小室会員におきましては二日間

に渡って来ていただき、美女四人と共に心温まる

差し入れを頂き、重ね重ねありがとうございます。 
 

 ロータリーヴィレッジの中に出店していただい

たお店は、ひまわり倶楽部の「こども食堂」と、ロ

ータリーの理念に賛同して協力していただいたお

店です。焼き鳥、生ビール、ハイボール、ソフトド

リンクにからあげ、冷やしうどんなどのおつまみ。

そして、バルーンアートの全国チャンピオンであ

るバルーンアーティストの樋口智彦さん。（2015
年、16 年、連続日本チャンピオン）大変な人だか

りで、子供たちが大勢集まり、活気づいた点もびっ

くりでした。 

 それと、本日お越しになっている清水会頭の会

社であります狭山ケーブルテレビが取材に来てく

ださり、そこでバルーンアーティストの樋口さん

を紹介したところ、そのライブ放送を見てすぐに

駆け付けてくれた人たちも大勢いて、メディアの

即効性と集客性にはまたまたびっくりでした。 
 ロータリーヴィレッジでの細かい収支は今月中

に報告会を行って分かるようになりますが、現時

点で言えることは出店しているお店すべてが黒字

ですとの報告を受けておりますので、我々執行部

もホッとしております。ここでの売上の一部が、

我々が応援する二つのボランティア団体に寄付さ

れることになっておりますので、後ほど皆様に報

告申し上げます。 
 何せ、今回の七夕まつり参加は初めてというこ

とで、執行部も会長幹事の少数精鋭の２名で２日

間行い、何があっても即対応できるように、出ずっ

ぱりで頑張ってみました。初めてということもあ

り、歴史のある七夕まつりに参加するには昔から

のしきたりが多々あり、戸惑いもありましたが、町

内会長を初め、商工会、市役所、関係省庁の温かい

応援のおかげで、なんとか達成することができま

した。特に七夕通りの商店会長には数々の問題を

解決していただき、本当にお世話になりました。 

今回七夕まつりに参加し、狭

山中央ロータリークラブが参

加することにより周りの関心

を一気に受けたことは、大変

でしたが非常に勉強になり、

今後のロータリークラブ運営

にも地元との強いパイプがで

きたような気がしました。 
 訪れたお客様が多く言われ

ることは、「ここのヴィレッジ



の雰囲気は他にはないいい感じがするし、ホッと

するよ」とおっしゃってくれました。その言葉は非

常に参考になりました。 
 今後の継続していきたい事業と思いますが、会

員の皆様と理事会メンバーとのご意見とを重ねな

がら考えていきたいと思います。 
 初めての七夕まつり参加としては、上出来では

なかったかと思っております。多少のミスはあり

ましたが、それも今後の反省として参考にしてい

きたいと思います。 
 

  幹事報告                益子幹事 

１．地区より 

・Ｒ財団  １００周年記念チャリティーゴルフ 

大会開催のご案内 

９月２９(木) 登録受付 午前６：３０～ 

・地区事務所 夏季休暇のお知らせ 

８月１１日(木)～１６日(火) 

２．ＲＩ日本事務局より 

・現在使用が禁止されているイメージ画像につ 

いてのご連絡 

３．ガバナーより 

 ・ガバナー月信への投稿依頼等 
・Ｒ財団の地区補助金申請の＄1000 が認められ 

 振り込まれた件の報告 

４．受贈会報 所沢西 RC 新狭山 RC 
５．訃報 卓話講師 富士見台幼稚園 

園長 野々宮達也様 
 

「外来卓話」・・・・・・・・ 

狭山商工会議所 
     会頭 清水武信様 
 
 私は、昭和 38 年（1963 年）

4 月から、昭和 46 年（1971 年）7 月まで 8 年 3 か

月間、日立製作所本社、電気事業部調査部、機電事

業本部企画部に所属して、市場調査や長期計画を

担当しました。情報を収集分析し将来を予測しレ

ポートを作成しました。 
仕事の関係で税務の専門的知識が求められ、税理

士試験を受けて税理士登録をしていました。 
 地域密着、中小企業の税務及び経営コンサルタ

ントを専門業務とするため、脱サラして税理士事

務所を創業し 45 年が経過しています。この間、狭

山ケーブルテレビ（株）ほか数社を設立し現在に至

っております。昭和 60 年 3 月に狭山ロータリーク

ラブに入会し、平成 5 年 5 月狭山中央 RC 創立に

より移籍し、平成 13 年 6 月に狭山商工会議所会頭

就任により一時退会をしました。 
 吉松幸吉パスト会長から「パナマ文書」について

卓話を依頼され、専門ではありませんがお引き受

けさせて頂きました。私たちの現実の経営にはあ

まり結びつかない内容であると思いますが、世界

の潮流を読み取るためには重要な事件であると思

われます。 
【パナマ文書の概要】 

2016 年 4 月に「パナマ文書」に関する情報が西

ドイツ新聞から流された。この情報はパナマの法

律事務所モサック・フォンセカにより作成された

機密文書です。これ以前にも 2013 年のオフショ

ア・リークス、2014 年にはルクセンブルク・リー

クス、2015 年スイス・リークスなど機密情報漏え

い事件がありました。あまり話題になることもな

く経過していましたが、今回の「パナマ文書」は世

界の政治家、著名人、富裕層、会社までを巻き込ん

だ事件として大々的に報道されています。 
 パナマ文書には、税制的、金融的、投資信託的、

政治的、社会的、道義的等、様々な側面があります。

それぞれの側面で全く意味の違った見方、解釈が 
できます。 
そもそも、個人情報、企業情報の漏えいは犯罪的側

面もあり、軽々しく評論をする立場にはありませ

んが、特に税制的な側面、金融的側面を中心に私な

りの解説と意見を述べます。 
【オフショアー】 

オフショア(Offshore)は岸から離れ海に向かっ

て吹く風のことを指し、金融用語では本拠地を離

れ節税等の目的で活動する市場の存在を言います。 
【タックスヘイブン】Tax  Haven 

租税回避地という意味で、外国資本＆外貨獲得

の為に、意図的に税金を優遇して、企業や富裕層の

資産を誘致している国や地域のことを呼びます。



代表的なタックスヘイブンとしては、パナマ、ケイ

マン諸島、バミューダ諸島、香港やシンガポール等

も含まれます。 
【富の偏り】 

ISIS のテロ、イギリスの EU 離脱（デグジッ

ト）、アメリカの大統領選挙で課題の一つに掲げら

れる「格差問題」は今回のパナマ文書公開の根底に

あると感じます。資本主義社会の行き詰まり、富の

偏りによる不満層の増大が世界情勢を変えるマグ

マとなり、爆発の機会を狙っています。パナマ文書

は、法律的問題よりも道義的問題を問いかけてい

ます。 
各国の大富豪や指導者層、著名人たちが、パナマや

英領バージン諸島、ケイマン諸島などの租税回避

地（タックスヘイブン）に隠し資産を所有している

ことを暴露した「パナマ文書」が公開され、世界中

を衝撃が駆け巡っている。データ容量 2.6TB、

214,000 社、ファイル数 1,150 万件に及ぶ膨大な

証拠データには、ウクライナ大統領、サウジアラビ

ア国王、ロシアのプーチン大統領の友人、中国の習

近平国家主席の義兄、映画俳優ジャッキー・チェン、

サッカー選手リオネル・メッシなどの要人らが名

を連ね、彼らがタックスヘイブンを利用して金融

取引を行っている事実が記載されていた。その中

の 1 人であるアイスランドのグンロイグソン首相

は、すでに辞任を表明しており、今後同様の事態が

世界の政財界へと波及していくのではないかとの

憶測が強まっている。 
Islamic State of Iraq and Syria”（イラクとシリア

のイスラム国）のテレオ問題、中国の一帯一路政策

は「シルクロード経済ベルト」と「21 世紀海上シ

ルクロード」の 2 つで構成されています。中国が

中心的役割を果たしている AIIB（アジアインフラ

投資銀行）は、租税回避地（タックスヘイブン）、

英領ケイマン諸島に対する日本の金融機関の投資

や融資の残高が、2015 年 12 月末時点で 5,220 億

ドル（約 63 兆円）に上る。 
 日本に所在する銀行が、海外との金融取引に対

する税負担を軽減している国や地域（オフショア

市場）に向けて投融資している資金の残高は、15
年 12 月末時点で 8,537 億ドル（約 102 兆円）。

2000 年末から 2.8 倍に拡大した。 

海外全体に対する投融資残高は 3 兆 1,689 億ドル

（約 380兆円）で、米国向けが全体の 34％と最多。

ケイマン諸島や香港、シンガポールなど 12 カ国・

地域が含まれるオフショア市場向けは 27％と、欧

州向けの残高に匹敵する。  
 オフショア市場向けの中では、ケイマン諸島の

割合が 61％と突出。ケイマン諸島に設立された資

産運用会社や、企業から売掛債権を買い取る特別

目的会社（ＳＰＣ）などに資金が流れ込んでいると

みられる。財務省と日銀が集計する国際収支統計

でも、銀行以外の企業などを含む証券投資残高は

14 年末時点に 63 兆円に達した。  
 「パナマ文書」を契機に政治家や企業の租税回避

が問題になっているが、合理的な企業行動であり、

必ずしも法律上の問題があるわけではない。一部

のネット関連情報では、パナマ文書掲載の会社、個

人は、あたかも脱税しているかの報道があるが、日

本のタックスヘイブン対応税制はそんなに甘くは

ありません。 
平成 27 年税制改正で、国外財産調書、財産債務調

書の提出が改正され、厳しく管理されています。せ

めてパナマ文書に名前が掲載されるような富裕層

になってみたいものです。 
 
                       
     
 
狭山商工会議所 会頭 清水武信様 
    久し振りに狭山中央 RC に戻って参りま

した。ロータリーの雰囲気を楽しませて

いただきます。 
佐藤君 猛暑の中皆様ご苦労様です。 

本日、外来卓話にお越しの狭山商工会議

所会頭 清水武信様、外来卓話勉強させ

て頂きます。宜しくお願い申し上げます。 
益子君 清水会頭、本日の卓話宜しくお願いしま

す。また、先日の七夕祭りに参加頂いた会

員の皆さん有難うございました。 
江原君 前週末、６日、７日の七夕祭りでは、佐藤

会長、益子幹事、清水 SAA、松浦親睦実

行委員長を中心に、暑い中参加なされた

会員の皆様、本当にお疲れ様でした。暑い



日がこれからも続きますので、皆様お体

のケアに心掛けてください。 
また本日は狭山商工会議所会頭の清水武

信様の卓話の時間を楽しみにしておりま

した。お忙しい中有難うございます。宜し

くお願い致します。 
浜野君 商工会議所会頭 清水武信様、ようこそ

お越しくださいました。卓話楽しみにし

ておりました。宜しくお願い致します。 
    ８月６日、７日の七夕祭りでは役員の皆

様、猛暑の中大変お疲れ様でした。本当に

暑かったですね。 
稲見君 狭山市商工会会頭 清水武信様、今日は

卓話楽しみにしています。宜しくお願い

します。 
入間川の七夕、会長・幹事お疲れ様でした。

小澤パスト会長、花火きれいでした。有難

うございました。 
小島君 七夕祭り暑い中お疲れ様でした。両日と

も晴天で何よりでした。楽しませていた

だきました。有難うございます。 
狭山商工会議所会頭 清水武信様、卓話

宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

守屋君 清水様お久し振りです。わざわざお出で

下さり有難うございます。 
    オリンピック日本選手の活躍に嬉しく思

います。 
    長崎の原爆の被害者を追悼致します。 
小澤君 清水様ようこそいらっしゃいました。お

話し楽しみにしております。 
佐々木君 佐藤会長、益子幹事、入間川七夕祭りご

苦労様でした。ロータリーヴィレッジ素

晴らしかったです。 
    清水会頭、本日の卓話楽しみにしており

ます。 
清水君 狭山商工会議所会頭 清水武信様、本日

の卓話有難うございます。宜しくお願い

致します。 
田端君 本日卓話 会頭 清水武信様、楽しみに

しておりました。 
先般の七夕お手伝い出来ず申し訳なく感

じてます。感謝。 
 
夫人誕生祝 沼崎君、菊田君 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※次の例会 

８月１６日(火) 例会臨時変更 例会取り止め 

        （定款６－１－Ｃ） 

 

８月２３日(火)  12：30～13：30 

第２副 SAA 吉松君 東君 

外来卓話：かものはしプロジェクト 草薙 直基様 

 

８月３０日(火)  12：30～13：30 

第２副 SAA 江原君 古谷君 

イニシエーションスピーチ： 菊田君 

会員卓話： 東君 
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