
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 武末喜久治君 

皆さんこんにちは。先週は

夜間例会でしたが、その前に

石田前会長と岩切前幹事の

慰労のボーリング大会が坂

田親睦委員長の企画で行わ

れました。お仕事多忙な中苦

労様でした。桑野君が優勝し

ましたがダイナミックなフ

ォームで往年の若さをみた

ような気がしました。夜は清水君の店で例会と長濱君の

名司会で、新年度親睦会が行われ大いに盛り上がり、親睦

の大切さを感じました。長濱君の話芸はすばらしく、みん

なの気持ちを一つにしてしまう不思議な魅力があります。

２次会では鍋倉さんの店で井上君や野田君のとっておき

の芸をみせてもらい大いに湧きました。宮﨑居住の高橋

君は電車の時間ぎりぎりまでつきあっていただきおまけ

に歌も披露していただきお疲れ様でした。坂田君はじめ

親睦委員会の方々ありがとうございました。 

又24日の夜はクラブ管理運営部門の部門長橋口君の声

かけでプログラム、親睦、出席、情報の各委員長や委員の

方で炉辺会合が行われ企画や情報交換がありました。 

親睦は活動の源です。その他の委員会もぜひ炉辺会合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でクラブを盛り上げて欲しいと思います。 

会長に就任させていただき早くもひと月がたちました。

あと11ヶ月です。がんばります。 

さて、今月は会員増強及び拡大月間です。我がクラブの

目標は55名です。後10名が目標です。幸い１人皆さんに

承認頂いた候補者を確保できました。彼が入会されるよ

うみんなで協力していただくようお願いします。 

日本のロータリークラブにおいては 1996 年の 13 万

1000 人をピークに減り続け現在は約 35％減少の約 8 万

6000人だそうです。かつては国際ロータリー全体の 1割

の会員数でアメリカについで 2 番目だったそうで今はイ

ンドについで 3 番目だそうです。国際ロータリーの会員

数はそれほど減少してないのに、日本だけこのように減

っているのはなぜでしょう。 

2730 地区も同様で 1 時期 3200 名いた会員がいまでは

2340 名ほどになっているそうです。地区部門長の田上明

氏によると会員減少の原因として考えられることはまず

健康上の問題として～メンバーの高齢化、病気、死亡 /

家庭的な問題として～家族の介護、家庭の事情 /社会的

な問題として～経営環境の悪化（仕事の厳しさ、多忙等） 

/経済的な問題として～会費やその他の経費負担で金が

かかりすぎる /ロータリー自体の問題として～会員同

士の親睦の欠如、クラブ例会の魅力の低下、奉仕プログラ

ムに興味を感じない、ロータリーに対する考え方の不足

（ロータリー情報の不足）等をあげておられます。 
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第 1847 回 平成 26 年 8 月 21 日プログラム  

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    田中 俊實 

中部分区ガバナー補佐    押川 弘巳 

RIテーマ・第 2730地区テーマ 

   『ロータリーに輝きを』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

   『クラブの活性化』 

8月の月間テーマ  

  会員増強及び拡大月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．会員卓話 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

ゲスト 顔 明敏 君 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  我らの生業 

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 

 
本日の例会案内    

＊会員増強月間卓話―黒木敏之君  

＊血圧測定      ＊プログラム委員会     

 

 ＊ 

 

 

 

 

 

次週例会案内；8月 28日（1848回） 

 ＊外部卓話―幸代 BECKER様(柴垣会員のご令嬢) 

  ＊100万㌦ 

第 1846 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員増強をおろそかにすると確実に平均年齢が上がり

世代交代もうまく行われない結果となります。会員増強

は委員会のみの活動ではなく、会員全体の努力が必要で

あり絶えずクラブの職業分類表を検討して会員の協力を

得ながら未充填の職業分類を埋めるよう推薦して下さい。 

ロータリーの源流の会という会がありますが、この中

で言っていることですが、日本のロータリークラブの平

均年齢は平均して高く 20 代 30 代で入会する人がきわめ

て少ないのは会員の質を世俗の論理に従って社会的に著

名な人や完成された人と誤解した結果であり、ロータリ

ーが定義するロータリアンの質とはロータリーライフを

通じて将来素晴しいロータリアンに成長するかどうかで

あり、クラブを奉仕の理念を育み人間を高める人生の道

場と考えるならば、入会は若ければ若いほど良いことは

明らかであると解説しています。皆さんぜひ今月は頑張

って会員増強に協力してください。 今日も会話を楽し

んで下さい。ありがとうございました。 

 

■幹事報告            幹事 青木善明君 

＜文書案内＞ 

＊都城ロータリークラブ創立 

60周年記念式典・祝賀会案内 

 日時 平成26年10月25日 

  記念講演 14：30～15：30 

  記念式典 16：00～17：00 

祝賀会  17：30～19：00 

 場所 ウェルネス交流プラザ 

    祝賀会 メインホテル 

＊第4回会長幹事打ち合わせ会及び会長幹事会案内（再） 

 日時 平成26年8月21日（木）18：00～ 

 場所 宮崎観光ホテル西館9階グレースホール 

＜理事会報告 8/7＞ 

１． R情報委員会を研修委員会に変更の件  承認 

２． 新世代委員会を青少年委員会に変更の件  承認 

３． 公式訪問前に細則の見直しをする件  承認 

４． 公式訪問時発表者の件   

石田君・野田君・高橋君にお願いする 承認 

５． ニコニコBOXの件  積極的に協力依頼する 

６． ロータリー勉強会の件  

研修会の検討について5部門長の炉辺会合開催  

 

☆月初めのセレモニー 

岩村文夫君「卒寿」おめでとうございます！ 

      

 

お誕生日おめでとうございます！ 

    長野君、岡島君、石田君、坂田君、道北君 

 

 

     

■会員卓話              平山英俊君 

「税制改正とマイナンバー」 

○税制改正 

１、 印紙税の引下げ(26.4.1から） 

(例1) 今まで領収金額が 3万円 

以上であれば、200円の印紙を 

貼っていたが5万円以上とな 

り、3万円と4万円は不必要 

（例2）不動産売買契約書の 500万 

   円1000万円以下は1万円の印 

紙を貼っていたが5000円に引 

下げ 

２、 法人税の見直し 

（１）復興特別法人税 

 26年3月期法人をもって廃止 

 復興特別所得税はそのまま25年間継続 

（２）接待交際費（26.4.1から） 

 資本金1億円以上の大法人の接待交際費は、今まで 

全額 経費にならなかったが飲食費に限ってその50％ 

が経費になる。 

３、 相続費の控除引下げ（27.1.1から） 

 定額控除  5000万円→3000万円に 

 相続人比例控除 1人1000万円→600万円に 

(例)相続人3人の場合の控除 

 改正前 8000万円→4800万円となる 

４、 消費税の改正 

    税率 5％が 26.4.1から 8％となり 27.10.1から 10％

(複数税率審議中）となる 

   簡易課税制度―売上金額が 5000万円以下であれば、 

みなし仕入率を適用して消費税を簡単に計算する制 

度―業種ごと5段階―そのみなし仕入率のうち 

    金融保険業  60％→50％に 

    不動産業   50％→40％に引下げ 

５、 自動車税の見直し 

（１）自動車取得税の引下げ（26.4.1から） 

  自家用乗用車  5％→3％に 

  営業用自動車  3％→2％に 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(２)軽自動車税の引上げ（27.4.1から） 

  四輪自家用乗車用 7200円→10800円に 

  四輪自家用貨物車 4000円→5000円に 

  原動機付自転車（50CC以下）1000円→2000円に 

  二輪軽自動車（125CC－250CC）2400円→3600円 

 

○マイナンバー(行政手続における特定の個人を認識す

るための番号の利用等に関する法律 

１、マイナンバー制度はどうして作るのか 

 (1) 行政の効率化を図る 

 (2) 国民の利用性を高める 

 (3)  公平、公正な社会を実現する 

  という社会基盤を作るため 

２、27年10月に全国民を対象にマイナンバー(個人番号) 

  を通知する。事前に必要事項を役場に申請し、12 桁

のカードが総理府(役場)から交付される。 

このカードは身分証明書となり一生使用する。28 年

1月から使用開始、社会保障(年金、医療、労働福祉)、

税、災害対策の行政手続きに使用していく。 

３、法人番号は国税庁(税務署)から 13桁の番号が通知さ 

れる。これはインターネットでも公表され、官庁を問 

わず利用可である。しかし、個人番号は公表されない。 

４、外国にもマイナンバー制度はあるのか 

  アメリカ、ドイツ、フランス、スエーデン、韓国、 

シンガポール等にあり、利用範囲は年金、医療、税務 

と日本とほぼ同じ。 

５、以上がマイナンバーの実施要領であるが、良いことば 

  かりではない、心配もある。 

  この制度のデメリットとして、 

① 個人情報保護への不安、悪用されないか 

② この制度の準備に、数千億円のコストがかかる 

はたして、この「マイナンバー君」が順調にスタート 

していくかどうか注目したいところである。 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 坂田師通君 

＜ニコニコ・財団・米山BOX＞ 

武末喜久治君 本日ゲストの 

曽我部さん是非入会して下 

さい。先日のボーリング大会 

でお米を頂きました。5位で 

した。 

青木善明君 遅くなりました 

が100％出席表彰のお礼と 

本日のゲストの曽我部幸夫君ようこそロータリーへ。 

 歓迎致します。 

野田俊一君 じゃんけん大会優勝 2回目です。ありがと 

うございました。再稼働よろしくお願い致します。 

坂田師通君 ボーリング大会の残金です。 

坂田師通君 誕生祝のお返しとして。 

橋口清和君 ボーリング大会で4位に入賞しました。 

まさか入賞するとは夢にも思いませんでした。前会長・ 

前幹事ありがとうございました。 

桑野倫夫君 先週の夜間例会お疲れ様でした。手抜きを 

したのですが優勝してしまいました。親睦委員会の 

皆様ありがとうございました。 

石田喜克君 7/31に慰労ボーリング大会を開催して頂 

 きまして感謝申し上げます。誕生祝のお返しとして。 

藤本範行君 曽我部君ようこそ高鍋 RCへ。私達大歓迎 

 です。一緒にガンバリましょう！ 

緒方郁男君 ボーリング大会入賞のお返しとして。 

大会の模様はホームページにもアップしています。 

是非ご覧ください。 

長野孝吉君 誕生祝のお礼として。74歳になりました。 

 

■出席報告       出席委員長 長野孝吉君 

出席状況（8/7） 

会  員  数 45名 

出 席 会 員 数 35名 

ホーム出席率 77.78％ 

前々回修正出席率 93.33％ 

 

 

 

  

ＲＬＩ-2730パートⅡ修了証 藤本範行君 

    

クラブ管理運営部門長    広報雑誌 IT委員長    

       橋口清和君        緒方郁男君  

 

 

 

         炉辺会合のご案内 

 

会長の方針 「仲間づくりと親睦」 をめざし、毎月、

月末の木曜日の夜に、各委員会持ち回りで、炉辺 

会合を開催します。多数の参加をお願いします！ 

 

       クラブ管理運営部門・親睦委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


