
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （5 月 22 日） 

次週の予定  （5 月 29 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（5月 15日分） 

会員数 45名 出席数 37名 欠席者  1名 

特定免除  6名 その他免除  1名 

出席率 97.37％ 

 

前々回 4月 24日分 

ホームクラブの出席者 36名   90.00％ 

メークアップの結果 39名 

特定免除  5名  その他免除   1名 

欠席者  0名  修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

  「 日も風も星も 」「 四つのテスト体操 」 

・結婚記念日 自祝           大川 真一郎君 

・入会記念日 自祝            大川 真一郎君 

・入会記念日 自祝           木田 眞敏 君 

・入会記念日 自祝           空門 満也 君 

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ 

  奉仕の出来る喜びに 感謝      大西 寛治 君 

・前期欠席お詫びと大阪桐蔭優勝 

         コウカ抜群 自祝   大川 真一郎君 

・卓話させていただきます 感謝     樋口 秀和 君 

・GW、松山道後温泉に行って来ました感謝  木村 克己 君 

・木村部長、おみやげありがとうございました 中野 秀一 君 

・春の家族会欠席 お詫び        上田 陽造 君 

２０１１年～２０１２年度 

国際ロータリーのテーマ 

こころの中をみつめよう 

博愛を広げるために 

 

 カルヤン・バネルジー 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1 時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 大西 寛治 
■幹 事 上田 正義 
■会報委員長 北本 良弘 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
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 みんなのためになるかどうか？ 
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大矢 克巳 会員 

‐Reach Within to Embrace Humanity‐ 

 

「これからの住宅における  

  ホームエネルギーマネジメント「HEMS」とは？」 

東村 正剛 会員 

  ゲスト 

 米山奨学生 付翠紅（フスイコウ）さん 



 

 

 

 

もう５月の１５日です。沖縄返還から今日で丸

４０年です。戦後７０年近く年たちました。しか

し、今なお沖縄県では、アメリカ軍の爆撃機によ

る騒音問題。駐留軍による犯罪、点在する広大な

基地問題などを抱えています。沖縄の方々にはお

気の毒ですが、今の日本を取り巻く極東アジアに

は、この沖縄のアメリカ軍の基地が必要です。今

現在の原発問題と似ていると思います。遠く離れ

た我々には必要かもしれません。しかし、そこに

毎日暮らしておられる方々には迷惑な話です。しかし、過疎化の町が基地、ならびに

原発で雇用が生まれ、交付金で町が潤っているのも確かです。 

少し話は違いますが、我々の住んでいる町でも、戦死者のお墓を孫や曾孫さんが顔

も見たことのない先祖のお墓をお世話しきれない理由で、先祖の墓に合拝したいから

戦没者のお墓を返す申し入れが有ります。大東市各地に３か所戦没者の慰霊碑が建っ

ています。戦後から今日までは遺族会の方々が維持管理をしておられました。しかし、

現在戦死者の子供さんは高齢で慰霊碑のお世話に行けません。孫・曾孫家族の方々も

殆ど行きませんので、自治会からボランティアの方に草引きとお花の入れ替えを定期

的に少額でお願いしています。戦後７０年近く経った時代がそうさせたと思います。 

いずれの問題も避けて通れない大事な話であり、今の繁栄ある日本の為に犠牲にな

られた方々をお祀りし、二度と過ちを繰り返さないと誓う場所です。今、真剣に考え

るときです。 

今日は、気持ちも新たにもてる男の１０か条を伝授します。 

一、見栄・見栄は身なり、二、男・男は顔かたち、三、金・金はお金、四、芸・芸

は学歴特技、五、精・精は勤勉、六、おぼこ・おぼこは純情、七、セリフ・セリフは

話術、八、力・力は色んな力、九、肝・肝は度胸、十、評判・評判は人望です。 

皆様はいかがですか？残念ながら私にはこのうちの一つも当てはまるのが有りま

せん。今日から心を入れ替えて一つでも当てはまるように心がけたいです。 

 

 

 

 

 

大西 寛治 会長 会長の時間 



 
 
◎次年度 米山奨学                   田川 和見 委員長 

中国から来られた米山奨学生の付翠紅（フ スイコウ）さんの自己紹介です。 

 

私は付翠紅と申します。中国山東省済南市から来ま
した。現在、私は大阪国際大学大学院経営情報学研究
科で勉強しています。私の研究テーマは中国における
資生堂の経営戦略です。 
 
私が資生堂を研究したいと考えたきっかけは、私の

周りで資生堂化粧品を使う人が多く、資生堂化粧品の

質が高いという評判をよく聞き、そして、中国で成功
した日本企業の代表として注目されているからです。
資生堂の化粧品が本当にそれほど良いものなのか、ど
のようにして中国の女性から人気を集めることができ
たのかという疑問が頭に浮かびました。その疑問を解
消するために、今、研究を進めています。 
 
今、私は経営学を勉強していますが、将来日本語の先生になりたいと考えています。

学業を終えた後、母国に帰って中国の学生に日本語だけではなく日本の文化、習慣、
マナー、そして、留学し、体験しなければ分からない日本の姿を教えたいと思ってい
ます。また、大学で学んだ経営の知識を生かし、将来日中ビジネスに貢献できる人材
を育てたいと考えています。今の私はまだまだ未熟ですが、その夢を叶えるために一
歩ずつ着実に進んでいこうと決めています。 
 
今回、米山奨学生になって本当に夢のようでとても光栄だと思っています。それとロータリ

アンの皆さんと出会え、とてもうれしいです。今後、米山奨学生として、より学問に専念しロ
ータリアンの期待に応えることができるように一生懸命勉強していきたいと思っています。 
 

最後になりましたが、私は日本の文化、歴史、習慣、マナーなどについて知らない

ことがまだまだ沢山ありますのでご指導をよろしくお願いいたします。 
 
 

２０１２～２０１３年度 

●第２回クラブ協議会のお知らせ● 

第２回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

次年度の理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申し上げます。 

日  時 ２０１２年５月２９日（火） １８：００～ 

場  所 市民会館 ４階 第１会議室＊ 

ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 

委員会報告 



◎歩こう会                        大西 寛治 会長 
 
 

日  時：６月 10 日（日） 

集合場所： JR 住道駅 8：00  OR  JR 木津駅 9：00  

 

《JR 木津川駅～一休寺、木棚倉神社～松井山手》  

  

 多数のご参加を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

「  平成 23年度税制改正による消費税『95％ルール』廃止について  」 

 

樋口 秀和 会員 

Ⅰ 現行税制 

1. 消費税は税の転嫁が予定されている。 

2. 事業者の消費税納付額付、課税売上高に 

係る消費税から仕入税額控除額を差し引

いて計算する。 

3. この仕入税額控除額の対象とするものは

課税売上に対応する課税仕入に限定される。 

4.しかし事業者の事務負担に配慮して 

「95％ルール」によって課税売上割合が

95％以上の場合に限り、課税仕入等の税額

の全額控除が認められている。 

5. 課税売上割合が 95％未満の課税事業者は、個別対応方式又は、一括比例配

分方式のいずれかの方法を用いて、仕入税額控除額を計算する。 

6. 基準期間の課税売上高が 1,000万円以下の事業者は免税事業者である。 
 

Ⅱ 平成 23年度税制改正における実務的影響 

1. 「95％ルール」の適用対象者の課税売上高が 5 億円以下の事業者に限定さ

れる。 

2. 改正後は、課税期間の課税売上高が５億円超である事業者は課税売上割合

先週の卓話 



が 95％以上であっても、仕入税額控除全額を控除出来なくなる。 

3. これに該当する事業者は課税売上割合が 95％以下の事業者と同じように 

○a個別対応方式、○b一括比例配分方式、のいずれかを選択して、仕入税額控

除額を算出する。 

4. 平成 24年 4月 1日以降に開始する課税期間の課税売上が５億円超のすべて

の事業者は仕入税額控除を○a個別、○b一括、のいずれかを選択する。 

5. 一般的には、ほとんどの場合、納付税額の計算上個別対応方式が有利になる。 

6. 基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間の課税売上

高、または支払給与等の合計額のいずれも 1,000万円を超えている場合は課

税事業者となり申告納付が必要となる。 

 

Ⅲ 課税仕入控除の計算方法 

1. ○a個別対応方法、○b一括比例配分方法 のいずれかで計算するが、日常の経

理処理において、○a個別対応方法 を選択できる態勢にしておけばよい。 

2. 非課税収入に携わる、経理部門、総務部門の一般管理費は課税・非課税売

上に共通するものに区分して経理処理する。 

3. 消費税においては、総額主義で計算することになっている。 
 

Ⅳ 具体的な経理処理 

1. 個々の事業の支出項目ごとに、課税仕入、非課税仕入等に分け、さらに課
税仕入に分類したものから、①課税売上のみに対応、②非課税売上に対応、   
③共通に対応 として区別する。 

 

Ⅴ 今回の「95％ルール」改定で該当する事業者の納付消費税は確実に増加する 

  消費税率の引き上げが実施されれば影響額がさらに大きくなる。 
 

Ⅵ 控除対象外消費税額の処理 

a. 資産に係る控除対象外消費税額等 

① 課税売上割合が 80％以上の場合、発生した事業年度において損金経理を

要件として、損金の額に算出。 

② 損金経理ができない場合は、繰延消費税額等として、資産計上し 5 年で

損金算入する。 

b. 経費に係る控除対象外消費税 

 その金額を損金算入する。 

 ただし交際費等については、損金不算入額を計算入する。 

 

 



光岳 ： 標高 2591m                   百名山 88／100 
 

光岳（てかりだけ）は赤石山脈（南アルプス）

南部の標高 2,591 m の山である。日本百名山に選

定されている。 

富士山南斜面の同じ標高の地点(富士宮口六合

目付近)よりも緯度にしてわずか 10 秒、距離に換

算して 300 m ほど南に位置し、2,500 m を超える

山としては日本の最南端にある。国内には光岳よ

り南にそれより高い地点はない。山頂部がわずか

に森林限界を超えており、ハイマツおよび高山帯

植生の分布の南限（ハイマツは世界最南端の自生地）及びライチョウの生息地の南限に当たる

ことでも知られている。山の上部は、南アルプス国立公園内に指定されていて、その最南端の

山である。南東部のツガなどの針葉樹林帯は 1976 年（昭和 51 年）3 月 22 日に環境省により、

「大井川源流部原生林自然環境保全地域」に指定されている。山頂のすぐ東には光小屋の山小

屋があり、イザルガ岳との間のゼンジヶ原は二重稜線となっていて、周氷河地形の名残である

窪地状の亀甲状土の地形が見られる。周辺ではシナノキンバイ、ハクサンフウロ、ホソバトリ

カブトなどの高山植物が見られる。光岩周辺では、チョウノスケソウや南アルプスの固有種で

あるミヤマムラサキなどの群生地がある。 

 

 

伊吹山 ： 標高 1377.31m                 百名山 89／100 

 

・山頂には伝説の日本武尊像（ヤマトタケルノミ

コト）と、一等三角点がある。山頂の測候所は 2001

年にその役目を終了。 

・伊吹山ドライブウェイの駐車場から遊歩道があ

り、その周辺はお花畑になっている。伊吹山ドラ

イブウェイの路上は、歩行禁止となっている。 

・昔から豪雪で知られ、1927 年 2 月 14 日に、世

界山岳気象観測史上 1 位とされる積雪の世界記録

である 11.82m の積雪量が観測されたが、近年積雪量は地球温暖化に伴い激減している。3 合

目のスキー場も廃止されゴンドラも営業休止が続いている。（2011 年度現在） 

・一般登山道は、上野登山口からの 1 本のみで、年中登山者が絶えない。山頂の神社の社務所

が緊急避難場所として、年中解放されている。 


