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　　　副会長　上妻　浩
　　　幹　事　木村きぬゑ
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第  　 回 例 会 会報委員長　大島由美子

理事　吉冨今男
　〃　 薬真寺章三

ＳＡＡ　河村貴雄
直前会長　森　宗明

SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆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　　シャボン玉

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る

抒情名曲アルバム」より

赤いサラファン

トロイカ

ステンカ・ラージン　　他

◆ゲ ス ト　　小松裕始氏、水口義弘氏

（毎日新聞出版開発本部）

ドブロボリスカヤ・アンナさん

（米山奨学生）

会長の時間 会長　平野　英壽

　毎年５月には各新聞紙上での長者番付がありま

した。所得税高額納税者告示制度です。

　芸能界・スポーツ選手ランキング等など、マスコ

ミではお祭り騒ぎになっていました。そのお祭り騒

ぎが今年からは消えました。個人情報を保護すると

いう観点から公示制度が廃止になったからです。

　所得税の告示制度は脱税者密告のために始まっ

た制度です。個人情報保護への時代の流れを考え

れば、廃止は当然のことです。

　これと同時に廃止されたのが法人申告所得の告

示制度です。法人税の告示制度がなくなり、雑誌

での「法人所得ランキング」特集はなくなります。

　ある雑誌の解説記事には次のようにありました。

　「我々は税務署の公示という情報源を失い、こ

の『法人申告所得ランキング』を発行するのは今

年で最後となった。４月初めに実際に税務署に行

ってみたが、いつも掲示をされている場所に既に

公示はなかった。また、公示制度が終了した旨を

告知するものも特になかった。」

　「個人の所得税の公示を廃止するのは納得だが、

法人税の公示を廃止するには十分な理由であろう

か？個人情報保護法に便乗していないか？所得税の

公示制度を廃止するのだから統一して廃止しよう、

という程度の結論だったのか？（税調や国会の）議
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事録からは十分に議論されたようには見えない。」

　「このランキングは学生が地元の有力企業を探

したり、取引先の信用度を確認したりと多方面で

使われていた。日本経済は大事な指標を失ったと

いえるのではないか。また、最近、法律が簡単に

決まっている気がしてならない。」と。

　私も公示を見て、あの企業はあんなに頑張って

いるのかと、よく刺激されたものでした。

　みなさんはいかがお考えでしょうか。

　本日の例会は、ゲスト卓話ということで毎日新

聞の方に「ユネスコ世界遺産」について話をして

頂きます。

　世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によっ

て、生み出され過去から引き継がれた宝物です。

しかし、世界遺産の中には人類の手で危機にさら

されているものがあるのも、また事実です。世界

には、まだたくさんの文化財や自然環境がありま

す。これらを次の世代に少しでも今の状態をキー

プして受け継いでもらいたいですね。本日の卓話、

楽しみにしています。

幹 事 報 告 幹事　木村きぬゑ

－ロータリー親睦活動月間－

１．本日の卓話

 『ユネスコ世界遺産』

毎日新聞　出版開発本部　小松裕始氏

２．本日のゲスト

 小松裕始氏　（毎日新聞　出版開発本部）

 水口義弘氏　（　　　　　〃　　　　　）

 ドブロボリスカヤ・アンナさん　（米山奨学生）

３．本日例会終了後、13：40～「第12回定例理

事・役員会」を開催致します。

４．例会変更のお知らせ

湯布院ＲＣ ６月14日（水）の例会は、創立記

念例会及び、会長・幹事慰労会の

為　同日18：30～喫茶クリケッ

ト時間変更（※先日の例会変更、６月

21日は通常通り例会を行います。）

杵築ＲＣ ６月22日（木）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～パスト

ラル三河苑に時間変更

大分臨海ＲＣ ６月26日（月）の例会は、最終夜

の例会の為　同日18：30～いか

しょうに時間変更

大分1985ＲＣ ６月26日（月）の例会は、親睦

家族例会の為　同日18：30～割

烹にしおかに時間・場所変更

中津中央ＲＣ ６月27日（火）の例会は、夜間

例会の為　同日18：30～グラン

プラザ中津ホテルに時間変更

豊後高田ＲＣ ６月27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

日出ＲＣ ６月27日（火）の例会は、会長・

幹事慰労会の為　同日18：30～

幸喜屋に時間・場所変更

大分ＲＣ ６月27日（火）の例会は、さよな

ら夜の例会の為　同日18：30～

大分ワシントンホテルプラザに時

間・場所変更

別府北ＲＣ ６月28日（水）の例会は、新旧会長

・幹事歓送迎会の為同日　18：00～

ホテル望海に時間・場所変更

宇佐ＲＣ ６月29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

別府東ＲＣ ６月29日（木）の例会は、会長・

幹事慰労会の為　同日18：30～

ホテルニュー松実に時間変更

別府ＲＣ ６月30日（金）の例会は、会長・幹

事退任慰労会の為同日　18：30～

本家お川に時間・場所変更

大分南ＲＣ ６月30日（金）の例会は、定款

第５条第１節に基づき休会

佐伯ＭＡＲＩＮＥＲＣ ６月30日（金）の例会は、定款

第５条第１節に基づき休会

５．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、ご協力お願い致します。

６．本日の回覧

 ①中津中央ＲＣ、杵築ＲＣ、竹田ＲＣ　週報

７．本日の配布

①週報821・822号

②「ロータリー親睦月間にあたって」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

③「改正税法～ここがポイント～」

岩尾昭治会員より
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④Ｂ混記念合唱団クールあおやま「第12回

定期演奏会」チケット（７月２日（日））

村津忠久会員より

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長

　今日はうれしい、これで小川のマーちゃんが

出席してくれてたら、もっとうれしい。

　毎日新聞の小松さん、水口さん、今日はよろしく。

○上妻会員

　小松さん、水口さん、本日の卓話よろしくお

願いします。

○木村会員

　小松裕始さん、水口義弘さん、今日のお話楽

しみです。

○村津会員

　その昔、45年前、毎日新聞の別府通信部は

不老町の村橋病院の隣にあって、ボスの記者は

吉田昂さんでした。その彼が、その当時私が青

山小学校に創立した女声コーラスに無理やり入

団した為に混声合唱団となり、現在の「クール

・あおやま」となりました。

　本日のゲスト小松さんと水口さんが「毎日」

と聞き、ゆくりなくも思い出しました。

　本日、その「クール・あおやま」今年の定演

の招待券をお配りします。

○溝部会員

　ここは、別府中央ＲＣですか？

○河村会員

　三男が教育実習で東京の大学から帰ってきて

います。夫婦二人の生活が一変、うるさいやら、

うれしいやら。でも感謝してスマイル。

○吉冨会員

　本日の卓話、「ユネスコ世界遺産」。毎日新聞

の小松裕始様、同じく水口義弘様、よろしくお

願い致します。

○後藤（孝）会員

　本日の卓話、小松さん、水口さん、よろしく

お願いします。楽しみにしています。

○椛田会員

　ワールドカップ、オーストラリア戦、オース

トラリアのパースの高校に留学中の娘は、くや

しい思いをしたそうです。

○亀井会員

　今日は遅刻しました。スイマセン。

○津末会員

　ゲストの小松様、水口様、中央ロータリーに

おいで頂きありがとうございます。お話、楽し

みにしています。

○大島会員

　毎日新聞の小松さん、水口さん、ようこそお

いで下さいました。卓話を楽しみに来ました。

○衛藤会員

　昨日の地震、怖かったですね。でも気のせい

か、わが家の温泉の温度が少し上がり量も増え

た様な気がします。

　サッカーは残念でした。

　今日のお客様、小松様、水口様、アンナさん、

ようこそお越し下さいました。どうぞごゆっく

りなさって下さい。

○赤嶺会員

　本日はゲストの皆様ようこそいらっしゃいま

した。感謝してスマイル。昨晩のワールドカッ

プ日本戦、本当に残念です。18日のクロアチ

ア戦は又、頑張って欲しいですね。

○梅津会員

　６月も今日が済めばあと２回のスマイルになり

ました。来週は名古屋に出張に行き、どうしても

出席できません。どうぞよろしくお願い致します。

卓  話

世 界 遺 産 に つ い て

毎日新聞　出版開発本部

小松　裕始

　21世紀は、文化の多様性

や理解が求められている。

　この様な中、毎日新聞は、

明治５年の創刊以来130周年

を迎える事が出来ました。

　今回は、この記念事業として｢世界遺産｣に取り

組みました。｢世界遺産｣とはどういうものか。

　正式には｢ユネスコ世界遺産｣と申します。地球

が誕生してから46億年、人類がアフリカに生ま

れて500万年といわれておりますが、地球とは多

様な遺伝子生態系によって支えられています。

　この地球が育んだ自然遺産と、我々人類が営ん

できた歴史と足跡ともいえる文化遺産を、未来社

会へ継承し、保存していく事が我々の使命とし、

1972年11月16日ユネスコのパリ本部で開かれ

た、17回総会で満場一致で採択された｢世界遺産
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益計算書のほか貸借対照表を作成して申告する

場合で所謂、正規の簿記の原則に従い複式簿記

により記帳されている方は65万円の特別控除

を受けられますのでご留意下さい。

（３）消費税の課税標準

　消費税の課税標準が17年度から変わりました。

　課税標準が従来の、課税売上3,000万円から

1,000万円に引下げになり課税業者が相当増加

しております。

　消費税額の計算については２通りの計算方法

があります。

１．原則課税方式…課税取引で受け取った消費

税から支払った消費税を控除した差額が、

原則課税に基づく消費税となります。

２．簡易課税方式…課税取引で受け取った消費

税から、その受け取った消費税額に業種ご

とに定められている一定の割合を乗じて計

算した支払ったとみなされる消費税、を控

除した差額が簡易課税に基づく消費税とな

ります。

＜簡易課税の計算例＞

業種　小売業（みなし仕入率…80％）

仮受消費税　年間課税売上5,000万円×５％＝250万円

控除仕入税額　250万円×みなし仕入率80％＝200万円

簡易課税に基づく消費税　250万円－200万円＝50万円

※２業種以上兼業の方は、計算により有利とな

る場合がありますので税務署又は専門の税理

士にご相談下さい。

　場合によっては思わぬ節税となるかもしれま

せんよ……！

（４）申告期限後の取扱

　還付税額のある方で、申告期限内に申告がで

きなかった方は、申告期限後に於いても、期限

後申告を行うことにより、５年間還付請求がで

きます。所得税、消費税どちらも可能です。

　但し、消費税においては課税事業者の届出が

必須要件となりますのでご注意下さい。

条約｣に基づくものです。

　尚、この｢世界遺産条約｣が有効に機能している最

大の理由は国、団体、機関、法人、個人の寄付金と、

参加国に義務付けられた分担金に負っています。

　ちなみに我国日本は、世界一の拠出国となって

います。

　最後に、人間本来が持っている基本的な心｢感

性｣が失われていく中で、我々はこの｢感性｣を育

てると言われる｢感動｣に、取り組まなくてはいけ

ないのではないでしょうか。

　人類の文明、自然遺産が我々にくれる感動に触

れる事により、感性をより育てていこうではあり

ませんか。

改正税法のポイント 岩尾　昭治

ご存知ですか？

（１）減税ではなく増税となっている現状

　平成17年は平成18年に比し、年金受給者で、

確定申告をすれば国税の還付を受けていた方が

却って納税する結果も生じています。

　それは、平成17年度から65歳以上の方の老

年者控除50万円が廃止になった事と年金受給

者の年金控除140万円が120万円に引下げにな

った為

140万円－120万円＝20万円

この引き下げられた20万円に対する税金２万

円と、老年者控除廃止による50万円に対する

税金５万円、により最低合計７万円が税負担増

となっていることによるものです。

　更に、市町村民税の増加分を加えると合計

77,000円が税負担の増加になっているという

現状です。

（２）青色申告特別控除の留意点

　個人の申告者で従来、記帳の状況により青色

申告特別控除額10万円、45万円、55万円の３

通りに特別控除が分別されていましたが、平成

17年度から10万円か65万円の２通りに限定さ

れました。10万円控除については、通常の損

E-mail:info@beppu4rc.jp

　公園や神社などにいるハトは正確にはドバト。

漢字で書くと「堂鳩」、お堂などに住みつくから

だそうです。今まで私はそれを伝書鳩という名

だと思っていました。この伝書鳩ということばは

鳩の用途だったようです。私達が子供の頃、その

デンショバトを飼うのが流行っていまして、私も

10羽程飼育していましたが、いつのまにか飽き

て我が家からはいなくなってしまいました。その

鳩の子孫が現在野生化して糞害を引き起こしてい

るようです。

 次回は、河村貴雄会員です。

会員コラム 近藤　賢司


