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担当：新世代・ローターアクト委員会
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「2013～14年度地区大会」
2014年2月21日（金）14：00～、22日（土）13：00～

場所：国際会議場（グランキューブ）

担当：会長・幹事

本日のピアノ演奏

世 界 理 解 月間
平 和 の 日

◇◇◇第3回クラブ協議会だより◇◇◇

日時：2014年2月5日（水）13：30～

場所：「飛鳥の間」出席：20名

議題： 各委員会今年度活動報告と予定

◇◇◇第8回理事会だより◇◇◇

日時：2014年2月5日（水）14：30～

場所：「飛鳥の間」出席：11名

議題：社会奉仕委員会の事業について

・青少年交換留学生の件

◎ゲスト紹介
本日の卓話講師
税理士法人 ジェイエスケー
代表取締役 税理士
上能 喜久治様（大阪西ＲＣ）
吉川 千晴様（ジェイエスケー社員）

青少年交換留学生
Amadeus Frazier君

◎ロータリー米山記念奨学会より
石谷 隆子会員へ米山功労者感謝状贈呈

◎お誕生日お祝い
三浦俊造会員、田中修二会員
石橋高夫会員、石谷隆子会員

石谷 隆子会員へ
米山功労者感謝状贈呈

す
ず
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卓 話

今月は世界理解月間です。１９０５年２月２３日は、
ポール・ハリス、ガスターバス・ローア、シルベスター
・シール、ハイラム・ショレーの４人がシカゴで初めて
会合を開いた日で、この日はロータリーの創立記念日で
す。よって２月は、「世界理解月間」と指定されていま
す。この月間中ロータリー・クラブは世界平和に不可欠
なものとして、理解と善意を強調するクラブ・プログラ
ムを行うよう要請されています。

また、２月２３日の創立記念日は世界理解と平和の日
（World Understanding and Peace Day）と定められ、
各クラブはこの日、国際理解と友情と平和への献身を特
に認め、強調しなければなりません。さらに、２月２３
日に始まる１週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロ
ータリーの奉仕活動を強調することを決議しました。

さて、本日の絵は「蓄音機屋」です。蓄音機屋と云っ
ても、売るのではなく日露戦争前後から明治末頃まで、
北の天満宮境内や千日前、御霊神社境内等で、その頃流
行のレコード（平盤でなく円筒形）を蓄音機にかけ、医
師の聴診器のようなゴム管を長くしたものを耳に差し込
んで１０人くらい一度に聞かせたもので、主として浮か
れ節（浪花節）三、四回で一回が２銭でした。客の居

ない時はラッパをかけて同じ音楽を拡声放送して客を集
め、客が出来ると蓄音機全体にガラスの蓋をして声の漏
れるのを防いでいました。これは千日前の南の端に近い
南座の前で営んでいました。

また皆さんご存知の方も多数おられると思いますが、
当クラブ元会員であった、舟橋 透先生は日本で有数

の、と云うより世界的にも有数の蓄音機の蒐集家である
だけでなく、本業の内科医としてのみならず、国際大使
（米国伝記研究所）、英国国際伝記センター終身会員、
ロンドン市蓄音機協会会員として蓄音機の研究者として
世界的に著名だったことは、周知の通りでございます。

◎会長の時間

会 長 菊田 芳 間違いだらけの税務知識

（～次ページへ続く～）

石井 会員 ソチオリンピックの安全と日本選手の

活躍を祈って。

吉川 会員 本日、卓話担当させていただきます。

宜しくお願いします。

2／5 誕生・ニコニコBOX 643,000円

税理士法人 ジェイエスケー

上能 喜久治様 （大阪西ＲＣ）

（～卓話本文は次ページに～）

～びっくり！どっきり！あぁ勘違い！

大坂シャレ言葉

「鐘撞きの昼寝で、一ゴンもない」

用例

「この前は大変失礼なことをして申し訳ない、鐘

撞きの昼寝や」

意味

「この前は大変失礼なことをしまして、一言の言

葉もございません」



卓 話

（～前ページからの続き 卓話本文～）

1、消費税が上がる！

高い買い物は今すぐすべし？！

①消費税の仕組み

消費者・・・消費税を負担する

事業者・・・消費税を申告、納付する

事業者の種類

イ）免税事業者

・・開業2年以内、基準期間の課税売上

額1,000万以下

ロ）簡易課税適用事業者

・・基準期間の課税売上額5,000万以下

ハ）本則課税適用事業者

消費者

免税事業者 5％時に購入が有利

簡易課税適用事業者

本則課税適用事業者・・どちらでも同じ

②8％に消費税があがったら、どうなる？

【取引】

卸売業者5％時 卸売業者8％時

売上 7,000 売上 7,000

消費税② 350 消費税② 560

【消費者】

仕入れ 5,000 仕入れ 5,000

消費税① 250 消費税① 400

納付額②-①100 納付額②-①160

7,350―5,250―100＝2,000

7,560―5,400―160＝2,000 変わらない

消費者・・3％負担

支払総額10,500・・負担消費税額500

2、相続も贈与も同じでしょ！？

※課税される財産額 10億円

家族構成 父・母・子供2人（20才以上）

父・母の財産を全て子供2人に移す場合

①亡くなる前に全て贈与する場合

②何もせず、10億を相続する場合

③10年間、毎年1,000万円づつ子供2人に贈与し

その後、相続が発生した場合

3、103万円以下でないと扶養にならない！？

夫←奥様 給与103万円以下・・38万円の所得控除

（配偶者控除）

夫←奥様 給与103万円超・・配偶者特別控除

4、養子に出すと実子ではなくなる！？

遺産10億円の場合

（例1）息子を祖父・祖母の養子にしてない場合

祖父・祖母・父の相続税額は3億6,150万円

（例2）息子を祖父・祖母の養子にした場合

祖父・祖母・父の相続税額は2億7,525万円

差額 3億6,150万―2億7,525万＝8,625万円

（養子に出した息子は2つの身分を持つ）

5、祖父・祖母・父・母から各110万円ずつもらって
贈与税はゼロ！？

祖父から子供4人に110万ずつ贈与は、贈与税0円

祖父・祖母・父・母から110万円ずつ子供に贈与は
贈与税41万円

6、自分の出身地にしかふるさと納税できない！？

ふるさと納税してしてご当地グルメをゲット！？

実質負担額2,000円で豪華ご当地グルメがもらえる

◎ 幹事報告 正木 一光
1、㈱クマヒラ様より「抜萃のつづり73」が届いていま

すのでメールBOXに配布しております。

2、2016～17年度国際ロータリー2660地区のガバナー候

補者に、大阪北ＲＣの松本進也氏が指名されました。

3、地区大会が2月21日（金）、22日（土）に開催され

ます。よって2月19日は移動例会になりますので休会と

なります。

4、国際ロータリ第1組のＩ.Ｍのご案内が届いています。
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