2630

Nakatsugawa Center Rotary Club
築こう更なる友情
サブテーマ

：

深めよう信頼と絆
広げよう友情の輪

2011〜2012 年度 ＲＩテーマ

2012 年 2 月 27 日 No.1686
本日のプログラム
1. 開会点鐘
2. R ソング斉唱
3. ゲストビジター紹介
4. 会長の時間
5. 会員慶事
6. 食事と交歓
7. 出席率・スマイルボックスの発表
8. 委員会・幹事報告
9. 卓話
10. 閉会点鐘

今後のプログラム
3/3 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座参加例会
3/12 合同例会
3/19 会長エレクト PETS 報告
3/26 卓話

前回の出席率

19 世紀のプロイセン（ドイツ）首相とビスマルク
1 月の例会でビスマルクの有名な名言「愚者は経験
に学び、賢者は歴史に学ぶ」を紹介いたしましたが、
2 月 15 日の毎日新聞にビスマルクに関して面白い記事
が載っておりましたので再度お話しします。
ビスマルクは 19 世紀のプロイセン王国（ドイツの
前身）首相で、年金制度を考えた人だそうです。当時、
台頭しつつあった社会主義勢力を弾圧する一方、
年金
で国民を述懐した。有名な「アメとムチ」のアメの政
策を実行。
当時は寿命は短ったのと平均寿命を超えた人に支払
うため、年金はたいして払わなくても済んだそうです
が、ビスマルクは積み立てた年金を戦費に回すのが本
当の狙いだったそうです。
日本人の平均寿命は女性が 86 歳、男性が 79 歳です
がビスマルク流に年金を支給開始すると、女性で 88
歳、男性で 82 歳ぐらいだそうです。今の社会保障制
度は当時と比べるとはるかに充実しているが、現在の
日本は現役 3 人に対し高齢者１人比率で将来は 1 対１
になります。
制度が現状のままなら現役の負担が重過
ぎ年金制度は維持できないのではないかと言われてい
ます。永田町では「税と社会保障の一体改革」とか言
って議論をされているようですが、消費増税だけが前
に出て削る方が甘いのではないか。
例えば、年金支給年齢をドイツは 65 歳を 67 歳にす
ることになったのに、日本は先送り。一事が万事で永
田町の皆さんは高齢者に嫌われないよう逃げまくって
いるのではないか。
ビスマルクは言っている言葉に「人がウソをつくの
は狩りの後、戦争の最中、そして選挙の前」選挙も近
いのかなー。

郷原基幸君、丸山充信君、立木亮治
君、小倉忠雄君、吉村浩平君、可児豊

2 月度：親睦活動
3 月度：職業奉仕・社会奉仕

1898 年没（83 歳）
ゲッティンゲン大学卒
ベルリン大学卒
プロイセン王国首相

＊ 鉄と血が、命運を決定する。
＊ 歴史が証明する所に拠ると、逃した機会は戻らない。
＊ 政治とは、可能性の芸術であり、関係性の科学である。
＊青年に勧めたいことは、ただ三語に尽きる。
すなわち、働け、もっと働け、あくまで働け。

メーキャップ

○会場設営○

1815 年生まれ

オットー・フォン・ビスマルクの名言

2/20
89.13%(40/46)
会員総数
46 名
出席免除者
2名
2/15
補正 86.67％ （39/45）

司君、伊藤博行君（中津川）

ビスマルクの経歴

四つのテスト

1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
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卓話資料
○1975 年（RC 創立当時）と現在の比較表
1975 年（創立年） 現在
日本の人口
1 億 1190 万人
1 億 2580 万人
RC 会員数（日本）
66600 人
89400 人
〃（世界）
76 万 6500 人
122 万 7500 人
名目 GDP
152 兆円
468 兆円
（国債+地方債）残高
32 兆円
891 兆円
所得税最高税率
75%（8500 万円）
40%（1800 万円）
法人税標準税率
40%
30%
消費税率
−−
5%

備考
増加率 1.3 倍
増加率 1.6 倍
増加率 3.0 倍
増加率 27.8 倍
43.3%（1984 年〜1987 年）

○平成 23 年度税制改正案の経過

H23/6
(1)相続税における基礎控除の引き下げ
〈増税〉
現行 ⇛ 5.000 万円 ＋ （1000 万円 ｘ 法定相続人数）
改正案 ⇛ 3.000 万円 ＋ （600 万円 ｘ 法定相続人数）

H23/12 H23 案
○

○設立当時のクラブ
中津川中(第 361 地区･岐阜県) 中津川 RC 2 月 23 発会
会員数 37 名 例会日月曜 例会場 グリーンホテル
会長 栗原勝郎
幹事 高樋卓爾

卓話 鷹見幸久君

連続皆出席表彰

鷹見会長と織田君

SmileBox
・本日は、創立記念例会です。卓話者の鷹見プログラム委員長宜しくお願いします。

会長 鷹見憲三
副会長 伊藤博行
幹事 堀 正勝

･曾婉珍さんに続き、2 人目の米山奨学生が誕生しました。梁民昌（リョウミンショウ）君です。現在、中京学院
大学 3 年生です。有難うございました。
田中信博
・連続皆出席表彰頂きました。

織田光好

・先日のＩＤＭには、沢山のご参加を頂き、大変有意義なお話を聞く事が出来ました。誠に有難うございました。
柘植信成
・結婚記念日のお祝いを頂きました。

熊崎金良

・某ゴルフコンペで優勝しました。絶えて久しい事なので申告します。

中田義昭

・信友会ゴルフコンペで賞品を頂きました。どうも有難うございました。

南

・5 人目の孫が誕生しました。女の子です。

勝野正彦
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