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すと共に、会員の皆様方のご活躍を祈念申しあ
げ、挨拶と致します。
　有り難うございました。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　佐世保税務署	 署長　井手　雄二さん
○ゲスト
　佐世保税務署	 総務係長　福岡　英樹さん
　長崎国際大学RAC　	 会長　劉　　本淳さん
	 副会長　舩津　諒子さん
	 会計　豊増　展子さん

	 幹事　円田　浩司さん
１．ロータリーの友事務所
	 　代表理事　片岡　信彦さん
　	2013-2014年度版	ロータリー手帳お買い上げ
のお願い
　1部　630円（送料別）	5月下旬出来上がり予定
　締め切り	2月25日

２．ガバナー事務所
　	2740地区ホームページ更新（1月30日、2月1日）
のお知らせ

３．伊万里RC	 幹事　一ノ瀬芳信さん
　伊万里RC例会場変更のお知らせ
　　平成25年1月31日まで	伊万里玉屋	5階	小ホール
　　平成25年2月1日より	ロイヤルチェスター伊万里

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。今日は若干、寒
がもどった様ですが、2月に入
り、随分と暖かくなってきまし
た。今年の立春は2月4日でした。
「今年の」と言いましたが、夏至
や冬至の日が毎年少しずつ、ずれ
ているのと同じで、立春も実は少しずつ、ずれ
たりします。ずれるといっても、ここ何年か
は、ずっと2月4日です。
　「節分」は2月3日ですが、二十四節気からする
と、本来は同じ日になります。しかし、「節分」
というのは立春、つまり春を迎えるにあたっ
て、家族の無病息災や健康を祈るための行事と
して一般に定着しているから、慣例的に2月3日が
「節分」の日になってしまったそうです。
　立春、立夏、立秋、立冬とありますが、立春
だけは1年の最初の区切りであり、嬉しい季節の
変わり目として、行事が残っているそうです。

　さて、本日は例会に先立ちまして、11時より
亀山八幡宮におきまして、賀寿の年をお迎えに
なられました10名の皆様の長寿祈願をして参り
ました。ご紹介をさせて頂きます。

「米寿」の佐々木秀也さん
「傘寿」の井手常博さん
「喜寿」の山縣義道さん、立石徳雄さん
「古希」の大神邦明さん、佐保　榮さん
　　　　　森　信正さん
「還暦」の田中信孝さん、田中丸善弥さん
　　　　　松尾慶一さん

　皆様方の益々のご健勝とご多幸をお祈りしま
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に実施予定。卒業後、メンバーは13名になる。
　増本さんが、例会会場をホテルオークラJRハ
ウステンボスにした効果を補足説明。更に、長崎
国際大学の卒業生を中核に、現在活動中止中の
佐世保東RACを7月から復活させるよう調整中と
の紹介がありました。

今後の課題（懇親会での話題を含む）
　18歳から30歳という年齢制限が活動の障害に
なっている。25〜27歳で入会してもローターア
クトの活動が理解できたところで退会すること
になる。現在35歳までの延長を国際ロータリー
本部と交渉中。（今度のRI規定審議会で、ロータ
ーアクトの活動年齢が現在18歳から30歳迄とい
う規定が、35歳まで引き上げられる様です。）

会員増強
　佐賀RACは全国で最初のクラブで、消滅させ
るわけにはいかない。
　会員増強にはローターアクトが持っている人
脈では不足、ロータリーの関与が不可欠。各RC
の法人会員の入会を今一度促進する為に、地区
として長崎北が実施した同様のアンケートを行
う。その依頼文書が各クラブ宛に来る予定。
　ローターアクトの活動を通じ、成長を実感さ
せ、ローターアクトに参加して／させて良かっ
た。と感じさせる必要がある。これが会員増強
に繋がる。（卵が先か鶏が先かの議論）

	 朗遊会幹事　坂本　　敏さん

2012-2013年度 第3回朗遊会開催のご案内
　日時／平成25年3月17日(日)
　　　　集合	11:00　スタート	11:22
　場所／佐世保カントリー倶楽部		石盛岳コース
　　　　TEL（0956）49-5654
　参加費／2,000円

第41回 佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会のご案内
　日時／平成25年4月21日㈰　スタート	8:45
　場所／佐世保カントリー倶楽部		石盛岳コース
　懇親会／18:30開始
　　　　　西沢本店8F	カトレアホール
　参加費／会　員	10,000円（プレー費は各自負担）
　　　　　ご夫人		5,000円（プレー費は各自負担）
　　　　　懇親会のみ参加	6,000円

４．西海学園高等学校	 校長	菅沼宏比古さん
　卒業式のご案内
　　日時：平成25年2月28日㈭　午前10時開式
　　場所：本校記念館ホール

５．	井手常博さんより友愛基金へ寄附をいただ
きました。

ローターアクト委員会　委員長　高橋　理一さん

ローターアクト地区委員、
提唱ロータリー合同会議
　2012-2013年度国際ロータリー
第2740地区ローターアクトクラブ・
地区委員・提唱ロータリークラブ
合同会議が、2月2日㈯	午後4時から、佐賀市の
ホテルグランデはがくれにおいて開催され、参加
してきましたのでその概要を報告させていただ
きます。
　佐世保RCからは、地区委員として増本一也さ
んも出席されております。
　出席者は福元裕二ガバナー以下11名でした。
　福元裕二ガバナーの冒頭挨拶は、「ロータリー
の奉仕部門の中でも新世代奉仕の重要性は高ま
っており、新世代の健全な育成なくして、国
家・社会・ロータリーの将来はない。皆さんの
活動に期待している。」
　古賀秀仁地区委員長の挨拶は、「地区の役割と
提唱RCの役割の区分が難しい。地区と各クラブ
のRAC委員長との関係を強化する目的でこの会
議を開催した。ローターアクトの活性状況は、
提唱RCの関与にかかっている。」
　引き続き議題に入り、最初に各地区ローター
アクトの活動状況の報告がありました。
（唐津東）ローターアクトの例会には、当番制で
2人のロータリアンが参加。また、月に1回以上
ローターアクトをロータリーの例会に出席させて
いる。
（佐賀）佐賀RCは、現在会員数 2名で、存亡の
危機。
（長崎北）RC会員企業に参加の可否のアンケー
トをとり、法人会員の増強を図った。16社から
参加可能と回答を得ているが、会員が10名増
え、20名になった。
（長崎国際大学）佐世保RCのクラブ協議会で報告
された内容を報告した外、役員交代式を2月17日

委員会報告

朗遊会より
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長崎国際大学RAC	 会長　劉　　本淳さん
	 副会長　舩津　諒子さん
	 会計　豊増　展子さん
役員交代のごあいさつ
　皆様、こんにちは。
今年度の会長の劉	本淳
と申します。
　2011年度の5月に入
りまして、去年の4月
に会長になりました。RACに入って、本当に成
長の実感がありました。その証拠は今、変な日
本語を使ってるかもしれませんが、皆様の前に
堂々と立って話す勇気が持てるようになったこ
とです。
　そして、入って良かったと思っていることは
沢山友達ができたことです。実際には2年間留学
して、普通にはそこまで大勢の日本の方々とか
かわって、友達になれるとは思いませんでし
た。一生の宝物です。その中に、人生の中に愛
しいと思ってる人にも出会いました。
　長崎国際大学RACに入って本当に良かったと
思っています。佐世保RCにも、長崎国際大学
RACにも感謝の気持ちで一杯です。これまでは
個人的な感想でした。
　来年度の役員は、みんな今年度入ったメンバ
ーばかりですので、先輩として心配してる部分
がたくさんありますが、来年度も長崎国際大学
RACをよろしくお願いいたします。

	 親睦活動委員会　松尾　文隆さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
井手　孝邦さん、梅村　良輔さん
中島　祥一さん、田中丸善弥さん
山縣　義道さん、松尾　文隆さん
　佐世保税務署　署長	井手雄二様の卓話にお礼
を込めてニコニコします。

『相続税の現状とその概要について』

　佐世保税務署
　　　　署長　井手　雄二様

　縁起の悪い話で大変恐縮です
が、「今、自分が死んだら相続税はかかる」とお
考えの方は、いらっしゃいますか。また、100人
の方が亡くなって、その内、相続税の対象にな
る方は、何人程度と思われますか。
　全国ベースで見てみますと、平成22年中に亡
くなられた方は約120万人で、その内、相続税の
対象になった方は約5万人、課税割合は4.2％と
なります。したがって、100人の方が亡くなられ
て約4人の方が相続税の対象になっているという
計算になります。
　これを福岡国税局管内（福岡、佐賀、長崎の3
県）に置き換えますと、課税割合は2.3％程度で
すので、100人亡くなられて2〜3人程度の方が相
続税の対象になっていることになります。
　更に、もっと身近に、佐世保税務署管内の佐
世保市内で見てみますと、年間約3,000人の方が
亡くなられており、その内、相続税が課税され
た被相続人ベースでの申告は約60件ですので、
課税割合は約2％ということになります。
　佐世保市の場合は、福岡国税局管内の平均よ
りやや低い数字ですが、これは土地の価格が大
きく影響しているところがありますので、例え
ば、福岡市内などは「課税割合」は平均より更
に高くなりますし、住んでいる地域で「課税割
合」に幅があるということをご理解いただきた
いと思います。
　次に、相続税の課税価格に対する税額の「負担
割合」について見ますと、全国ベースでは11.3
％、約1割強となっています。
　この、相続税の課税割合や負担割合について
は、昭和62年に過去最高7.9％あった課税割合が
平成19年では4.2％と3.7ポイント減少しており、
バブル時の平成3年に22.2％あった負担割合は平
成19年にはその約半分の11.9％まで減少してい
ます。
　更に、課税割合や負担割合は、バブル期以前
よりも低い水準となっています。
　このように、課税割合や負担割合が低下して
いる状況が、今回の平成25年度税制改正大綱で
示された相続税の改正論議の要因の一つになっ
たのではないかと思われます。

ニコニコボックス	 本日合計	 　8,000 円

	 累　　計	 566,000 円

◇

ニコニコボックス

その他の報告 卓　　話
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（今週の担当　圡井　弘志）
（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

クラブ会報委員会 委 員 長　髙瀬　宏滋　　 委　員　圡井　弘志 ・ 坂本　　敏
副委員長　黒木　政純　　 　　　　見藤　史朗  

＊2月  例会予定＊

　2月20日	 創立記念日例会
	 　　パスト会長	 安福鴻之助さん

　2月27日	 亀山八幡宮
	 　　　　　禰

ね ぎ

宜	 川原　忠徳	様

　ここで、相続税の調査状況について見てみま
すと、平成22事務年度の全国ベースでの調査件
数は約13,500件行われておりまして、先程申し
ましたように税額のある申告件数が約5万件です
ので、調査の割合は27％程度、約3割弱について
調査が行われていることになります。
　では、実地調査の1件当たり、どれくらいの申
告漏れ財産や追徴税額になっているか見てみます
と、全国ベースでは、申告漏れ財産が約3,000万
円で、追徴税額は約580万円となっておりまし
て、これを福岡国税局管内で見てみますと、申告
漏れ財産が約3,300万円で、追徴税額が約760万円
と、全国ベースよりも多い状況となっています。

米寿　佐々木秀也さん
傘寿　井手　常博さん
喜寿　山縣　義道さん、立石　徳雄さん
古希　大神　邦明さん、佐保　　榮さん、森　　信正さん
還暦　田中　信孝さん、田中丸善弥さん、松尾　慶一さん

長寿祝賀会
2013年2月6日㈬　18:30
佐世保玉屋7階文化ホール

賀寿を迎えられたみなさん

代表挨拶　米寿の佐々木秀也さん

乾 杯
山下　　登さん

万 歳
坂元　　崇さん

会長挨拶
長島　正さん


