第 1771 回

平成 25 年 1 月 24 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー

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―川单町長 日高昭彦様
＊例会終了後プログラム委員会

第 1770 回

例 会内 容

＊
■会長の時間
会長 図師義孝君
皆さんこんにちは。
一週間のご無沙汰でござ
います。
さて、早いもので正月も
終わり、ロータリーの新年
会も終わり、成人式も終わ
り、年の初めのさまざまな
国の行事、地域の行事が終
わりつつあります。ノロウィルスも終息宣言がありまし
たが、今度はインフルエンザの流行を迎えました。
私達にとって健康はかけがえのない財産です。年を重
ねるとともに体の抵抗力も衰えて参ります。正月の暴飲
暴食で疲れた胃を大切にして下さい。
その為に七草粥を食べる習慣が出来たと伝えられてい
ます。春の七草は、皆さん知っていらっしゃいますか。
「せり、なずな、ごきょう、はこべら、ほとけのざ、
すずな、すずしろ」 です。
皆さん、今年も健康に気を付けて、一年を乗り切りま
しょう。ちなみに、健康とは、体が健やか（すこやか）で
心が康らか（やすらか）なときと申します。
今日もロータリーを楽しんで下さい。

2730 地区ガバナー

山下 晧三

中部分区ガバナー補佐
池田 豊繁
2730 地区テーマ
夢・誇り・挑戦（素晴らしいロータリーの再生）
高鍋ロータリークラブテーマ
「絆」 原点を見つめてー思いやりの心で
1 月の月間テーマ
ロータリー理解推進月間
次週例会案内； 1 月 31 日（1772 回）
＊ロータリー情報集会
会員卓話＝図師義孝君「ロータリー今昔」
＜理事会報告＞
１．高鍋ロータリーカップミニラグビー大会協力 承認
２．米沢上杉ロータリークラブ 50 周年参加の件 回覧
３．ガバナーエレクト協力金＝1 人 6,000 円徴収
４．ＩＭ登録料＝1 人 1,000 円徴収
■幹事報告
＜文書案内＞
＊地区ロータリー財団補助金
管理セミナー開催案内
日時 2013 年 2 月 10 日
（日）
13：00～17：00
場所 シーガイアコンベン

幹事 山口順一君

ションセンター

＊高鍋ロータリーカップミニラグビー大会のご案内
日時 2013 年 2 月 10 日（日）9：30～15：10
場所 小丸河畔運動公園
■出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席副委員長 河原好秋君
49 名
37 名
75.51％
87.50％

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 坂田師通君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

関正夫君 遅れました。結婚
記念祝のお返しとして。
永田英徳君 今年もよろしく
お願いします。
藤本範行君 この度、お陰様
で気導術師の認定をいただ
きました。福岡に毎月通ったかいがありました。今後
もガンバリます。宜しくお願いします。
■会員卓話
―税制改正等についてー

一、消費税
（一）税率

平山英俊君

平成元年
→平成 8 年
3％
平成 9 年
→平成 26 年 3 月 5％
平成 26 年 4 月→平成 27 年 9 月 8％
平成 27 年 10 月→
10％
と増税になる。
（二）逆進性
所得の低い人ほど、税の負担感が大きい。これに
ついては「低所得者対策」を検討中。
（三）複数税率
食料品や生活用品の税率を下げる等、公明党が提
案しているが審議中。
二、財政（歳入と国債）
（一）24 年度予算
税収入
42.3 兆
国債収入 44.2 兆
日本は国債が税収を上回る借金大国で、財政のあり
方としては、異常な状態。
国債残高は累増して、ＧＤＰ（国内総生産）の 150％
に上昇。
（二）歳入額をみると、平成 21 年から 24 年には、90 兆
から 100 兆の水準を続けており、そのため必要とな
る借金、国債が激増。
三、復興特別所得税
復興特別法人税
（一）新しい法律
東日本災害復興のため、「復興財源確保法」が成立
し、新税が誕生。
（二）税率と期間
復興特別所得税は、所得税に 2.1％を上乗せして、
25 年 1 月から 25 年間。
復興特別所得税は、法人税に 2.1％を上乗せして、
25 年 3 月から 3 年間。

四、マイナンバー法案
昨年の国会解散で審議未了となり廃案。
再提案されるか先行不明。
五、私の健康法
身体は満身創痍であるが、極力歩くことに精を出し、
体力を保持、車無免許のおかげ頭の体操は、
（か・き・く・け・こ）
か -------- 感動
き -------- 興味
く -------- 工夫
け -------- 健康管理
こ -------- 恋心
を心掛けている。
健康管理では、食事・運動・睡眠の三つが必要。
その内容は、米・肉・魚・卵・牛乳は当然とるが、
その他積極的に食べるものとして、
（ま・ご・は・や・さ・し・い・ね）
ま ----------- 豆
ご ----------- 胡麻
は（わ）------ ワカメ
やさ --------- 野菜
し ----------- 椎茸
い ----------- 芋
ね ----------- ネバネバ納豆
を採食。
皆さんも、以上の「かきくけこ」に関心を持って、頭
の体操をし、「まごはやさしいね」を食べて、健康には
充分注意し、若い人は更に元気になり、高齢者は老後を
豊かにして下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇宮崎県インターシティーミーティング（ＩＭ）案内
開催日時
2013 年 1 月 26 日（土）
11：00
ホテル泉屋出発 (明倫観光バス)
12：00～13：00
登録受付
13：00
開会 点鐘
13：45～15：35
基調講演 大神のりえ様
（インド国際子供村；ハッピーバリー代表）
テーマ： 心の中に平和の砦を
15：45
閉会
開催場所
日向市中央公民館（大ホール）
登録料
1,000 円 （全員登録）
出席予定者 （敬称略）
（20 名）
図師義孝、山口順一、茂木 晃、河原好秋、
黒木敏之、田中春敏、橋口清和、井上博功、
桑野倫夫、木村貞夫、尾﨑敏弘、石井秀隣、
石田喜克、岡島達雄、日高 茂、長谷川修身、
木浦亨英、青木善明、森本直樹、柴垣復生

