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　〃　 平野英壽

役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　後藤健介
　　　幹　事　上妻　浩
　　　会　計　岩尾昭治

第  　 回 例 会 会報委員長　近藤　賢司

理事　梅津ヤヨイ
　〃　 木村きぬゑ
　〃　 大島由美子

ＳＡＡ　梅津ヤヨイ

CELEBRATE ROTARY
ロータリーを祝おう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ．Ｓ．　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　夏は来ぬ

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「日本の歌 百選」より　

アメフリ

オウマ

この道　　　他

◆ビジター　　草本修二（別府北）

会長の時間 会長　森　　宗明

・先週の定例理事会で 2007 年度のガバナーノミニーの選挙につ

いて話しあいました。荒尾ロータリークラブと玉名ロータリー

クラブの間で、2720 地区内のクラブ投票と言う形になったの

ですが、実際のところ玉名の会長他、会員のみなさんは同じ分

区内での、争いはしたくはないようです。なのに、なぜこんな

ことになったのか、どうやら原因は数名のパストガバナー同士

の確執が原因のようです。

・私どものクラブとしては、どちらかに投票することはさけ

て、ガバナー指名委員会と現ガバナーに差し戻しの形を取

らせて頂きます。

　ロータリーの基本理念、１，真実かどうか　２，みんな

に公平か ３，好意と友情を深めるか　４，みんなの為にな

るかどうか　何処をどう考えても該当いたしません。ご苦

労されている地区のお世話役のみなさんにいちゃもんをつ

けるつもりは毛頭ございません。四つのテストにもう一度

戻って考えて頂きたい物です。

・この 10 年あまりの別府中央ロータリークラブ在籍は私の人

生の羅針盤でありましたし、未熟ではありますが、別府中央ロー

タリーの現会長である事をなにより誇りに思います。別府

中央ロータリークラブの先輩諸氏に改めて感謝します。

幹事報告 幹事　上妻　　浩

─　ロータリー親睦活動月間　─

１．本日の卓話

 『17年度税制改正案のあらまし』　岩尾昭治会員

２．第12回定例理事・役員会報告

 （Ｈ17.６.１（火）13：40～　於：トキハ別府店例会場　10名）

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

会 員 総 数

出 席 者

事前メイクアップ

理 事 会 承 認

出 席 免 除

欠 席 数

出 席 率

・メイクアップ

　事前　

　事後　平野（大分臨海）、大島（別府）

　欠席　小川、津末、梅津、土谷、後藤（孝）

本

日

の

出

席

前
々
回
の
訂
正

5/31

名

名

名

名

名

名

％

25

19

0

1

0

5

79.17

－ 回

－ 回

出 席 率

事後メイクアップ

理 事 会 承 認

出 席 免 除

修 正 出 席 率

連　続

通　算

69.57

2

2

0

82.61

 100

％

名

名

名

％

％

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

778
ＶＯＬ．17 － 44
2005 年６月 14 日



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

　　審議事項

１）2007-2008年ガバナーノミニー候補者対抗候補の件。

　　＊指名委員会に差し戻しをする。

２）トリコロールお礼の件。（例年20,000円）　＊承認

３）６月例会予定の確認

　　　　６月７日「歌い続けて45年」村津忠久会員

 　　　　14日「17年度税制改正案のあらまし」

　　　　　　　　　岩尾昭治会員

 　　　　21日「第４回（新・旧）クラブ協議会」

 　　　　28日「会長・幹事慰労会」

　　　　　　　　　於：竹の井ホテル　18：30～

３． 例会変更のお知らせ

杵築ＲＣ ６月23日（木）の例会は、クラブ協

議会の為　同日18：30～パストラル

三河苑に時間変更

大分臨海ＲＣ ６月27日（月）の例会は、最終夜の

例会の為　同日18：30～ふぐ八丁に

時間・場所変更

豊後高田ＲＣ ６月28日（火）の例会は、最終例会

の為　同日18：30～ひまわり荘に時

間変更

大分ＲＣ ６月28日（火）の例会は、さよなら

夜の例会の為　同日18：30～大分東

洋ホテルに時間・場所変更

中津ＲＣ ６月29日（水）の例会は、最終例会

の為　同日18：30～山水茶寮に時間

・場所変更

湯布院ＲＣ ６月29日（水）の例会は、友愛例会

の為　同日12：30～事務局（喫茶ク

リケット）に場所変更

宇佐ＲＣ ６月30日（木）の例会は、最終例会

クラブ協議会の為　同日19：00～か

んぽの郷宇佐に時間・場所変更

４． 次週の予定

　　「第４回（新・旧）クラブ協議会」

＊協議会は全員参加です。（特に入会３年未満の会員

の方はぜひご出席下さい。）各委員会の委員長で

万一欠席される方は必ず代理者を幹事までお知ら

せ下さい。審議の進行上、ご協力をお願い致します。

５． 本日の回覧

① 「第４回（新・旧）クラブ協議会」

　（６月21日例会）　出・欠席

② 「会長・幹事慰労会」（６月28日例会）　出・欠席

③ 「ＲＩ2004年国際大会（関西）記録DVD・CD

－ROM ／記念記録誌」希望購入

④  中津ＲＣ　週報

６． 本日の配布

① 週報777号

② 「ロータリアンとして地域の活性化に役立つ３か条」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

③ 今日新聞：ロータリー 100周年記念広告

　（６月６日（月）掲載）

スマイルボックス 委員長　薬真寺章三

○森会長

　岩尾先生、本日卓話よろしくお願いします。お身

体の具合が万全でないのにご無理申します。

○平野会員

　みなさん、お久し振り。

　岩尾先生おかえりなさい。ずいぶんスタイルがよ

くなりましたね。

○上妻会員

　岩尾会員、復帰早々の卓話ですが、よろしくお願

いします。

○大久保会員

　とにかく忙しい毎日でゆっくりした時間がほしい

今日この頃です。

○木村会員

　今日も一日何かいい事がありそう。薬真寺さんが

今日かっこいいと言ってくれたから、やはりほめ言

葉は相手をうれしくさせますね。今日一日ほめ言葉

でしめくくろう。

○溝部会員

　昨日、姫山の里で蝉の初鳴きを聞きました。まさ

に夏は来ぬ。

○衛藤会員

　来週のクラブ協議会、申し訳ありませんが、どう

しても抜けられない用がありまして欠席します。出

席委員が欠席とは言語道断。お詫びにスマイル。

○河村会員

　先日、沖縄へ行ってきました。以前、米軍のヘリ

コプターが日本の大学の敷地に墜落した事故現場の

前を通りました。墜落直後、後始末に宇宙服のよう

な完全防備の米兵が来たそうです。米軍ヘリには核

を積んでいたのだろうと、もっぱらのうわさでした。

平和にスマイル。

○大島会員

　岩尾さん、お身体は大丈夫ですか。今日卓話を楽

しみにしています。

○赤嶺会員

　先日は急な欠席すみません。村津さんの卓話、聞
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けなくて残念でした。お詫びにスマイル。

○吉冨会員

　リハビリと健康管理の為に、二十数年ぶりに再び

始めたゴルフも約２年が経ちました。

　先週、県ビルメンテナンス協会主催のコンペがあ

り、シングルプレーヤーの人達を尻目にハンディに

恵まれ優勝致しました。これからも健康を維持する

為のゴルフをしていきたいと思います。又、岩尾先

生の卓話、よろしくお願い致します。

○近藤会員

　クールビズとはクールビジネスの略かな、涼しく

て楽でとっても快適 ! !

　今日は元気になられた岩尾会員の卓話を楽しみに

スマイルします。

○村津会員

　日曜日、月曜日、この二日間、拘束される会議な

ど何もない全く平穏な二日間でした。伸びのびとし

た心がもてたことに感謝してスマイル。

○薬真寺会員

　平面駐車場からの通路を現在工事していますが、

バリアフリーの工事です。今月いっぱい御迷惑をお

かけいたします。このあと、Ｂ１から全てのトイレ

の改修工事、立体駐車場の工事に入ります。ゆった

りはいる駐車スペースを確保します。ご期待下さい。

卓　話

消費税について特に留意する事項

岩尾　昭治

税制改正案のポイント

◆図表１　改正タイムスケジュール　　●＝増税　○＝減税

平成17年１月 ●老人者控除廃止
●公的年金等控除の縮小
○確定拠出年金の掛け金の非課税限度枠拡大

平成17年４月 ○住宅ローン減税の中古住宅への適用拡大
（一定の耐震基準）

○特定の居住用財産の買換え等の対象中古住
宅の適用拡大（〃）

○住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
の対象中古住宅の適用拡大（〃）

○人材投資促進税制（創設）
・特定口座へ上場株式等を実際の取得日、取

得価額で受け入れ

平成17年12月 ・年末調整時に国民年金保険料の支払証明書
を提出

平成18年１月 ●所得税の定率減税半減
●個人住民税の65歳以上の者の非課税措置を

段階的に廃止
・退職者に対する給与支払報告書の提出義務

平成18年６月 ●個人住民税の定率減税半減

◆図表２　定率減税の縮小

改正前 改正後

所　得　税 所得税額の20％相当額
（最高25万円）

所得税額の10％相当額
（最高12.5万円）

個人住民税 個人住民税所得割額の
15％相当（最高４万円）

個人住民税所得割額の
7.5％相当（最高２万円）

消費税法の概要（個人事業者向け）

１　消費税は、①国内において、②事業者が事業として、③

対価を得て、④資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供を

行う取引に課税されます。

２　事業者の方は、基準期間（注１）の課税売上高（注２）が一定金

額（注３）を超えると課税事業者となり、申告義務が生じます。

　平成15年の消費税法改正により、平成17年分の申告義務の

有無は、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えるか否か

によって判断されることになります。

　なお、申告義務が生じた方は、速やかに「消費税課税事業

者届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出してください。

３　納税額（又は還付額）の計算方法には、本則課税と簡易

課税の２種類がありますが、簡易課税は事業者の選択にな

ります。

本則課税

○納付額（又は還付額）は、通常課税期間（注４）中の課税売上

げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額との差

額となります。

○課税仕入れ等に関する事実を記録した帳簿及び課税仕入れ

等の事実を証する請求書等の両方の保存がされていない場合

には、原則として課税仕入れ等に係る消費税額の控除は認め

られません。

簡易課税

○納付税額は、課税仕入れ等に係る消費税額を、事業の種類

ごとに課税標準に対する消費税額の一定割合（みなし仕入

率）で計算するものです。

○簡易課税の計算において２種類以上の事業を営む場合は、

課税売上げを事業ごとに区分していないと、その区分して

いない事業のうち最も低いみなし仕入率で計算されること

になります。

○簡易課税制度を選択される方は、選択しようとする年の前

年の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

しなければなりません（平成16年分が課税事業者でない方

で、平成17年分に課税事業者となる方は、平成17年12月

31日までに提出すれば、簡易課税制度の適用を受けること

ができます。）。

○基準期間の課税売上高が5,000万円を超える方は簡易課税

制度を選択できません。

○一度選択されると２年間は取りやめることができませんの

で注意してください。

（注１）基準期間とは、個人事業者の場合、その年の前々年（２年前
の年）をいいます。

（注２）課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額と免税
売上げ金額の合計額（売上値引き等に係る金額を除く。）をい
います。課税売上げには商品やサービスの提供による売上げ、
店舗や駐車場の賃貸料収入のほかに、事業用固定資産（減価償
却資産等）の売却収入等も含まれます。
　なお、課税売上高に含まないものとして、非課税取引（土地の
譲渡、住宅家賃、商品券・切手の譲渡など）と不課税取引（国外
での取引、保険金、見舞金、非事業用資産の譲渡など）があります。

（注３）平成 16 年分の申告義務の有無は、改正前の消費税法による
こととなりますので、平成 14 年分の課税売上高が 3,000 万円
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を超えるか否かで判断します。
（注４）課税期間とは、通常、個人事業者の場合は、１月１日から 12

月 31 日まで（暦年）です。
詳しくは、最寄りの税務署又は税務相談室へお尋ねください。

1990～2005年迄のキリスト教の動き

溝部　　仁

１　199? 年、アメリカとローマ法王和解

　順調に発展してきたシカゴを、1871 年、大火という突然の

災厄が襲う。耐火性を無視して建設されてきた町は、家屋だけ

でなく歩道までが、樹脂に富む松材で造られていた。事件は、

異常乾燥がつづいたこの年の10月８日、日曜日の夕方に起こっ

た。『言い伝え』によれば、市の南西部に住む『アイルランド

系移民（注１）』オリアリー家の主婦が、牛の乳を搾ったあと、納

屋に置き忘れたランプから出火したという。火は北部、東部に

も燃え広がり、延々 27 時間猛威をふるったあと、ミシガン湖

に達してようやくおさまった。

　５平方マイル（約 13 平方キロ）を焼きつくしたこの火事に

よって、300 人近い人が死に、17,500 戸の建物が焼失、被災

者は 10 万人にのぼった。大火後、シカゴは灰燼のなかから、

まさに不死鳥のようによみがえるのである。

　アメリカでは、それまでも、カトリック教徒を峻別し、差別

していた。さらに輪をかけて、この火災の後、カトリック教徒

を虐殺し、ローマカトリックとは、絶縁状態になったのである。

これが 120 年余り経過した 20 世紀末に和解したのである。こ

のような差別が厳しく残存するシカゴで、ポール・ハリスが、

カトリック信者をロータリーに入会させたのは、驚嘆、驚愕す

べき事実である。
（注１）ケネディーやショーン・コネリー、今回の大統領候補ケリーと

妻（ポルトガル出身）等が、カトリック信者である。

２　2000 年、ローマ方法は、十字軍の遠征を懺悔

　ムハンマド（マホメット）は、『同じ啓典の者、害すべからず（注１）』

と常々述べていたといわれている。十字軍が、エルサレムに到

E-mail:info@beppu4rc.jp

美空ひばりさんの17回忌に想う
　私は「美空ひばりさん」に関することで、大失敗をしたこ
とがあります。
　今から 14 年程前、美空ひばりさんの３回忌の法要が執り
行われた年のことでした。
　昭和を代表する美空ひばりさんの遺品作品を集め、全国を

「展覧会催事」として廻る企画が持ち上がり、全国十数か所の
百貨店、文化施設が手を挙げ、実施が決定いたしました。も
ちろんトキハも手を挙げました。
　柿落としの会場は東京です。池袋の西部百貨店で開催され
ました。初日からの入りは想像を絶するものとなりました。
　ところがあまりのお客様の多さで会場内をコントロールで
きなくなり、美空ひばりさんの遺品をファンが傷つけてしまっ
たのです。加藤家とひばり後援会は激怒し、今後、遺品の貸
し出しは一切しない。もちろん全国巡回はしないという結論
を加藤家が出してしまいました。
　それからが私の本領です。ねばりにねばってあと１箇所の

会員コラム 薬真寺　章　三

開催が決定。それが、なんとトキハに決定したのです。西日
本唯一の開催です。
　さあ、それからが大変です。貸しきりバスの駐車場確保から、
お客様の列の導線の確保。混雑を想定して「ここから１時間
30 分」や「２時間待ち」の各看板も準備ＯＫ。
　宣伝も社長の許可を頂き、初めて山口以西、全九州の西日
本新聞に掲載しました。
　社長以下、社員、幹部の皆さんも大変な期待を抱きました。
もちろんギャラは最高レベルの出費です。ただ、私は混雑を
心配しただけで収支はまったくそっちのけでした。
　前日までに、山口県、佐賀県、長崎県から電話などの問い
合わせがあり手応えは充分です。
　いよいよ初日、開店１時間前、30 分前、15 分前になって
もなんとお客様はまったく並んでいないのです。貸しきりバ
スも０台。
　さー、大変なことになりました。私の運命はいかに…。
　このあとのお話は後日のお楽しみにしてください。　つづく

着すると、イスラム教徒は、『同じ啓典の者』であったために、

無抵抗であったといわれている。このために、45,000 人のイ

スラム教徒を虐殺したのである。この事件をローマ法王は、懺

悔したのである。
（注１）旧約聖書については、ユダヤ教・キリスト教、並びにイスラム

教の信者は、共通認識がある。

３　2003 年、イラクのフセインと対談、説得

　イラクとアメリカは、厳しい対決が続いていた。戦争を回避

するために、ローマ法王は、イラクに入国したのである。イラ

クに入国できたのは、前記の事実があったから出来たのである。

４　2005 年、新ローマ法王誕生

　本年、新ローマ法王が誕生したが、出身は、ドイツの片田舎

である。出身の村は、さぞかし大歓迎であったと考えるが冷静

であった。さらに、ドイツは、無関心であった（お祝いすらなかっ

たそうである。）と伝えられている。ドイツは、プロテスタン

トの国であり『宗教改革の中心国（注１）』であったからである。
（注１）職業、天罰論のカトリックと職業、天職論のプロテスタントで

は、意見の一致があるわけはない。

５　2005 年、ダーウィンの進化論を否定する動きが拡大

　1859 年に出版されたダーウィンの『種の起源』について、

全面否定する動きが、強まっている。理由は、ダーウィンの主

張を証明するものがない。という主張である。確かに一理ある

ような気がする。聖書に書いているように、『人間は、神が創

造した。』というのが、抽象的ではあるが、正しいようにも思う。

　このように、いまアメリカでは、『キリスト教原理主義（注１）』

が勢力を増している。この集団が、ブッシュの再選に尽力した

ことを知らなければならないであろう。
（注１）これまでは、キリスト教保守派といわれていた。イスラム教原

理主義のアルカイダが、アメリカと厳しく対峙しているために、

アメリカでもこれに倣って、キリスト教原理主義と称されるよ

うになってきた。

６ むすび

　世界の動きがおわかりいただけたろうか。キリスト教の動き

で、世界が大きく変動するのである。勉強になっただろうか？


