第 1729 回

平成 24 年 3 月 8 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト・春よ来い

３．ビジター・ゲスト 紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊外部卓話―押川弘巳様（宮崎北ＲＣ会長）
＊血圧測定

第 1728 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 中武泰一郎君
先週は、米沢上杉ロー
タリークラブの皆様を迎
えての歓迎会でございま
した。和やかな雰囲気の
中で、楽しい時間を過ご
し「絆」を深める事が出
来ました。２４日はゴルフと観光組に分かれて１日を過
ごされました。天候にも恵まれて、ゴルフ組みは和気あ
いあいとプレーをいたしました。成績は、井上博功君が
優勝し、
３位までが我がクラブでした。
トリと大トリも、
黒木君と私でしっかり努めさせていただきました。
２５・２６日は都城市での地区大会でした。ご多用の
中、参加いただきました皆さんお疲れさまでした。
季節が進み、
「陽気地上に発して、雪氷（せっぴよう）
とけて雤水となればなり」なってまいりました。 又、
中国の古典「礼記」には、「始めて雤水あり 桃始めて
花咲き 鶯なき 鷹化して鳩となる」とあります。
雪解けがあるとタカ派からハト派になるとも言われて
いますが、現在の世界情勢は混とんしているようです。
特に、連日報道されておりますイラン・シリア情勢は
先行きが見えません。シリア問題では、ロシア・中国が
安保理事会で拒否権を行使いたしました。ロシアは、シ
リアに海軍の補修基地があり、武器輸出の７％を占める
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とにかく「善いことをしよう。」
高鍋ロータリークラブテーマ
原点をみつめ「団結」「創造」「挑戦」
3 月の月間テーマ
識字率向上月間（世界ローターアクト週間）
次週例会案内；3 月 15 日（1730 回）
＊ローターアクト週間卓話
＊例会終了後プログラム委員会
顧客です。又、さらに１２０億ドル相当の商談も進んで
いるようです。アメリカの中東地域での影響力独占への
懸念もあるようです。中国は、石油輸入国になり中東へ
の重みがましている。太平洋地域から中東にもその影響
力を増大させたいとの思惑もあるようです。アフリカで
も、その動きを活発化させていて、エチオピアのアディ
スアベバにある、アフリカ連合の本部ビルの建設には２
億ドル（約１５０億円）の建設費用の全額を無償援助で
提供しています。アメリカも、シリアの反政府勢力への
武器援助を検討しているとの報道もなされております。
武器輸出は、米国を筆頭にロシア・ドイツ・中国・英
国・フランス・スウェーデン・イタリア・スペイン・オ
ランダ。武器輸入は、インド・オーストラリア・韓国・
シンガポール・米国・アルジェリア・サウジアラビア・
ギリシャ・中国・アラブ首長国・パキスタン。米国の武
器輸出額は、３４８億ドル。（約２兆７８４０億円）
最大輸出国はサウジアラビア。
ロシアの武器輸出額は、
１０７億１８００万ドル。約８１６０億円。主な輸出先
はインド・べネズエラ。シリアへも約５７１億円。日本
の２０１１年度の防衛費が４兆６６２５億円。装備購入
費用が７４１８億円。修理費用が８２２７億円。ライセ
ンス料９％。（米国）
いずれにせよ一方では和平を模索しながら、他方では
武器の拡散が続く。
真の雪解けやタカ派からハト派への道のりは、まった
く出口が見えません。

■幹事報告
幹事 藤本範行君
＜文書案内＞
＊米沢上杉ロータリークラブよりお礼状
＊長峯ガバナー・堀之内実行委員長より地区大会のお礼
◆出席報告
出席リーダー 福本幸良君
出席状況
会
員
数
46 名
出席会員数
37 名
ホーム出席率
80.43％
前々回の修正出席率
84.44％
♡月初めのセレモニー♡

◆ＢＯＸ披露
親睦活動リーダー 石田喜克君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
島子勝芳君 誕生日祝ありがとうございました。
石井秀隣君 家内が亡くなりましたのに結婚祝とは変な
気持ちです。
河原好秋君 結婚記念祝のお返しとして。ちょっと良い
事がありましたので。
木浦亨英君 誕生日・結婚記念日祝いのお返しとして。
福本幸良君 誕生日祝のお返し。
井上博功君 米沢上杉ロータリー歓迎ゴルフで優勝して
しまいました。すみません。久しぶりの優勝です。
いくらかロータリーに還元します。
木村貞夫君 地区大会ゴルフのあとでインフルエンザに
かかってしまい、本会議を欠席してしまいました。
申し訳ありません。
◇地区大会に参加して
図師義孝君
渡辺知子座長一座 28 名で
「生きるってすごい」のテーマ
でありました。渡辺さんは難病
を患い、又突然のクモ膜下出血
で生存率１％の中、大手術で命
をとりとめられました。プロの
ミュージシャン 3 名と知的障害者・ダウン症の方々など
で、心のバイアフリーを感じて頂く音楽活動を始められ
たそうです。又、永松玲子さん（レンコンさん）は両腕
がなく、私の足は手に変身するんだと全ての事（シャン
プー・食事・太鼓等）に感動しました。昨日より今日、
今日より明日と前向きな音楽活動に私も涙しました。

◇会員卓話
平山英俊君
―所得税確定申告期に当たってー
2 週続いての四季亭の例会、
ホテル泉屋を離れてのアウエ
イ例会となったが、比較的出
席が良く、
有難うございます。
一、今度の申告で注意して
頂きたいこと
(一)東日本大震災の義援金は、
支払金額から 2000 円を差引いた残額が控除できる。
た
だし領収書の添付が必要。
(二)公的年金 400 万以下だけの人は申告の必要なし。た
だし他に給与、
不動産の収入があれば要申告。
そして、
他の所得の申告により税金が還付になる場合は申告し
た方が得。
(三)扶養家族の扶養控除が 15 才（中学生）以下はダメに
なり、扶養控除できるのは 16 才以上となった。
二、社会保障と一体で検討されている税
(一)この改革のポイントは消費税の増税、政府案の大綱
では 26 年 4 月から税率８％に 27 年 10 月から 10％に
増税される。
(二)相続税の基礎控除、相続人控除の引き下げ「相続時
精算課税」
の制度があり親子の生前贈与として要利用。
三、マイナンバー法案の国会提出
個人を識別するために国民に番号を付ける、過去には
国民背番号反対で実現しなかったもの、
今回再び登場、
政府案では 26 年中に個人番号は役場が通知し、
法人番
号は国税庁が通知、27 年から利用開始することになっ
ている。
四、宮崎県内の国税納付額はどのくらいか
①源泉所得税 511 億
②消費税 402 億
③酒税 290 億
④法人税 240 億
⑤申告所得税 125 億
⑥相続税 48 億
⑦その他税 33 億
合計 1649 億を納税
全国的にみると、納税額が多い順に上記①⑤を合わせた
所得税、消費税、相続税、酒税で、宮崎県は酒税が多い
のが特徴。
３月の例会案内
3 月 1 日 （例会場；四季亭） 米山ランチ
月初めのセレモニー
地区大会報告
会員卓話―平山英俊君
終了後理事会
3月8日
血圧測定
外部卓話―押川弘己様（宮崎北ＲＣ会長）
3 月 15 日
内外卓話（新世代・ローターアクト）
終了後プログラム委員会
3 月 22 日
100 万ドル
ＰＥＳＴ報告―図師会長エレクト
会員卓話―橋口清和君
3 月 29 日
夜間例会＆観桜会
ローターアクト創立 10 周年記念祝賀会

