


年金不正受給

資格ｽｸｰﾙ情報満載資料取寄せ\0！
http://ck.at-m.net/cc?rk=6v375orr&guid=ON

■年金不正受給
最近、高齢者の所在不明事件が続いています。特に100歳を超えるお年寄りの不明が続いています
。中には生きていれば200歳になる人などもいます(ショパンや国定忠治と同い年らしいです)。
原因としては、死亡届などが出ていないことや、戸籍の管理がずさんなことが挙げられています
。
また、もっと困ったことに、これをいいことに年金を不正に貰っている遺族がいることが分って
きました。
東京都の男性最高齢１１１歳とされていた足立区の加藤宗現（そうげん）さんは、30年も前に死
亡していたそうです。
その間、ずっと遺族は宗現さんが生きていたかのように装い、年金を不正に受け取っていました
。
最も悪いのは死亡届を出さずに不正に年金を受け取っていた遺族ですが、役所の本人確認のずさ
んさが原因だと思います。
まさに「役所仕事」ですね(-д-；)

楽天ﾗﾝｷﾝｸﾞ連続第1位!!消臭5大成分配合ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ
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農家戸別補償制度

■農家戸別補償制度
農家に対して、赤字を穴埋めしてあげたり、減反（生産調整）に協力した農家に対して一律
に10アールあたり1万5000円のお金を支給する制度です。
民主党が農業を元気にしたり、約40％と落ち込んでいる食料自給率の向上を目指して打ち出した
政策です。
はじめは、やる気のある農家を支援することが主眼でしたが、選挙のために、一律に支給する「
ばらまき政策」になってしまいました。財源こそ、今までやってきた農業政策の予算を組み替え
て捻出すると言っていますが、
儲かっている農家も赤字の農家も、専業農家も兼業農家も一律に支援しては、いつまでたっても
農業は強くならないと思いますが····。皆さんはどう考えます？



大韓航空機爆破事件

夏川純ｻﾝお勧めの最後のﾀﾞｲｴｯﾄ術★
ﾋﾝﾄは大食い選手に痩せている方が多い理由にありました★
何を試しても痩せなかった貴方に朗報です★最後のﾀﾞｲｴｯﾄ術★ｴﾀｰﾅﾙﾅｲﾝ
http://ck.at-m.net/cc?rk=4hpc5orr&guid=ON

■大韓航空機爆破事件 
1987年11月29日に中東からソウルに向かう予定だった大韓航空の旅客機が、北朝鮮の工作員によ
って飛行中に爆破されたテロ事件です。目的は翌年に控えたソウルオリンピックの妨害と韓国政
府の信用を落とすことが狙いだったようです。この度、その実行犯の一人である「金賢姫(キムヒ
ョンヒ)」が来日しました。拉致被害者家族は金賢姫と面談し、拉致被害者の消息を確かめる機会
にしたいようです。
なぜなら、北朝鮮に拉致された日本人は、その後スパイに対して日本語教育をさせられていた
ため、その後の消息について、何らかの情報を持っている可能性があるからです。
話は元に戻りますが、爆破された大韓航空機の乗客の多くは中東へ出稼ぎに行った帰りだったよ
うです。家族との再会を楽しみにしていたことでしょう。前回の哨戒艦事件もそうでしたが、な
ぜ同じ民族同士が傷つけあうのでしょう？朝鮮戦争はまだ終わっていないようです。

http://ck.at-m.net/cc?rk=4hpc5orr&guid=ON


マネーロンダリング

食べて食べて食べまくる★ﾓﾆﾀｰ募集中★
ﾓﾆﾀｰで最大50%ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ!!
http://ck.at-m.net/cc?rk=4o2z5orr

■マネーロンダリング
「資金洗浄」とも言われます。銀行口座同士で何度も資金移動しているうちに出所や所有者を分
からなくして、犯罪に関わったお金を、見かけ上「きれいなお金」に変えることです。振り込め
詐欺や野球賭博にも使われている手口です。年間数兆円にものぼっているようです。このため
国は、口座を作るときの本人確認を厳しくしたり、ＡＴＭで振り込める額を10万円以内にした
りと、規制を強めています。おかげでまともな利用者も銀行利用が面倒くさくなっています。

http://ck.at-m.net/cc?rk=4o2z5orr


つかこうへい

文化学院は創立80年を超える歴史のある学校です。
「プロの世界で活躍できる多様なクリエイターやアーティストの育成」を目的とし、講師・職員
が一丸となって教育を行っています。
http://ck.at-m.net/cc?rk=67is5orr&guid=ON

■つかこうへい
今日は、時事用語ではありませんが・・・。先日亡くなった、つかこうへいさんについて、ご紹
介します。つかさんは、劇作家で小説家、そして演出家でもあります。
「蒲田行進曲」や「熱海殺人事件」などで一躍有名になりました。
有名になったといえば、つかさんの演出がとても奇抜です。
つかさんが稽古場で役者に演技指導をする時、自分の書いた台本通りにはせず、その時の役者の
演じ方や個性によって、どんどんセリフを変えていくのです。
「口立て」といわれる独特の手法です。
しかも、つかさん本人が役者のように熱演をしながら役者に教えていくのです。役者もたまった
ものではありませんが、現場は戦慄を覚えるほどの緊張感に満ちていました。
役者と演出家がまるで殴り合いを始めそうなほどです。つかさん自身「芝居はF1レース。0.01秒
間違えると死ぬという真剣勝負を観に、客は来る」と言い切っています。
惜しい人を無くしたものです。そんなつかさんは、在日韓国人二世です。いろいろあったのでし
ょう。
自分のペンネームも、「いつか公平な世の中になるように」という思いを込めてつけたそうです
。遺書には「自分の骨は対馬海峡に散骨してほしい」と書いてあったそうです。
また、「死んだ者は生きている人に迷惑をかけてはいけない」と葬儀もせず、墓も作らないと遺
言したそうです。
厳しさと優しさに満ちた、つかさんの「最後の口立て」でした。

http://ck.at-m.net/cc?rk=67is5orr&guid=ON


ねじれ国会

(AD)
多くの結婚をお世話して３１年　LEBEN HAUS　〜レーベン館〜
月会費・年会費、一切不要！　結婚後も安心の終身会員制！

お一人お一人のご結婚に対して、責任を持ってお世話いたします。
http://ck.at-m.net/cc?rk=75d85orr

■ねじれ国会
国会において、衆議院では与党が過半数の議席を持つが、参議院では野党が過半数の議席を維持
している状態のことです。
この度2010年７月１１日の参議院議員選挙では、自民党がリベンジを果たし、民主党は大敗しま
した。
その結果、民主党は参議院で過半数を取れないどころか、第一党の立場も自民党に奪われました
。つまり参議院では野党が強くなったということです。
国会で法律を決める場合、まず衆議院で議決をし、その後参議院で審議されます。
民主党が衆参両院で過半数の議席を取っていたときは、法案がスイスイ成立させられたのですが
、参議院で野党の反対を受けると法案は衆議院に戻され、２／３以上の再議決が無ければ、成立
しません。
民主党の政権運営が難しくなったということです。民主党は法案を通すため、どこかの党と手を
組まなくてはやっていけません。どこかの党に擦り寄っていくわけです。
それこそ体を「ねじって」でもですね。
（＞人＜*）ォ願ぃ…!!!って感じで・・・・

http://ck.at-m.net/cc?rk=75d85orr


ゲリラ豪雨

食べて食べて食べまくる★ﾓﾆﾀｰ募集中★
ﾓﾆﾀｰで最大50%ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ!!
http://ck.at-m.net/cc?rk=4o2z5orr

■ゲリラ豪雨
特定の地域に突然降り出す集中豪雨のことをいいます。気象庁の用語ではなく、マスコミによっ
て作られた言葉です。
突然始まって同時多発的に起こることから、「ゲリラ」の名前がつけられたようです。
原因としては、街中が暑くなる「ヒートアイランド現象」や「局地風」といわれる風によって積
乱雲（きのこ雲）が急に発達し、１時間に100ミリというとてつもない豪雨をもたらします。
特に都市部では地下鉄やビルの地下などがあっという間に浸水し、多くの犠牲者を出しています
。これは、梅雨前線に伴なって積乱雲が生まれ大雨になるしくみとは、少し違うようです。
気象現象による被害といえば、1960年代まで台風がメインでしたが、気象予測の進歩により、台
風の進路が予測できるため、被害は減ってきました。
しかし、このゲリラ豪雨は予測が難しいようです。
ラッキーなことは、突然起こって欲しいんですけどねぇ。
ゲリラ幸運(‾▼‾*)なんちって。
ちょっと不謹慎でした。すみません(_ _*)m

http://ck.at-m.net/cc?rk=4o2z5orr


ＳＩＭロック

細毛、抜け毛→撃退!!
即効性！発毛ｻﾌﾟﾘ！
http://ck.at-m.net/cc?rk=752z5orr

■ＳＩＭロック
ＳＩＭとは、携帯電話の中に入っている、契約者の識別情報が入っているＩＣカードです。こ
のカードがあるために、携帯電話は特定の通信会社でしか利用できません。
つまり、このＳＩＭカードを使って鍵をかけているようなものなので、俗に「ＳＩＭロック」と
いわれています。
総務省は、料金の引き下げや、利用者の便利さを考えてＳＩＭロックを解除するように携帯通信
各社に求めています。
ＳＩＭロックが解除されれば、利用者は端末購入後に自由に通信会社を選べるようになります。
７月６日、ＮＴＴドコモの社長は、２０１１年４月以降に出荷する携帯電話端末全機種について
、「ＳＩＭロック」を解除できるようにする方針を明らかにしました。
ドコモがいち早く全機種で解除に踏み切る理由は、通信の品質、つまりつながりやすさを武器に
して利用者を増やしたいと考えているからです。
特にｉＰｈｏｎｅ人気で浮かれてるソフトバンクに揺さぶりをかけたいと、意気込んでいます。
ｉＰｈｏｎｅユーザーを取り込みたいからです。
これに対してソフトバンクは嫌がってＳＩＭロック解除はしないと言っています。
ｉＰｈｏｎｅユーザーはインターネットを通じて動画や音楽を楽しむ人が多く、端末はｉＰｈｏ
ｎｅで、通信はドコモでということを狙っています。携帯電話業界も戦国時代ですねぇ。

http://ck.at-m.net/cc?rk=752z5orr


ボラバイト

食べて食べて食べまくる★ﾓﾆﾀｰ募集中★
ﾓﾆﾀｰで最大50%ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ!!
http://ck.at-m.net/cc?rk=4o2z5orr

■ボラバイト
「ボランティア」と「アルバイト」を合わせた造語です。
農業体験や、キャンプ場等でのインストラクター補助、ペンション等の宿泊施設での仕事など
の色々な仕事の「体験」を通じて、自分の将来を決めていこうとする働き方の一種です。
職業体験といえば、「インターンシップ」というのが昔からありますが、どちらかというと企業
が一方的に「仕事の体験をさせてあげる」というスタンスであり、無報酬が基本でした。
しかし、このボラバイトは、農業など、注目されてはいるけれど慢性的に人手不足の産業などに
、マッチした仕組みだと思います。
ボラバイトでは高い賃金よりも、仲間との出会いや自然体験、アルバイトでの募集も少ない特殊
な職場での就業体験を重視します。
給料は最低賃金法の基準を下回らないような低いレベルですが、食事や宿泊付きというケースも
多いようです。若い人ばかりでなく、改めて自分探しをする中高年も増加しているようです。

http://ck.at-m.net/cc?rk=4o2z5orr


ザ・コーヴ

毎日飲むだけ♪
大人気ﾀﾞｲｴｯﾄｺｰﾋｰ
http://ck.at-m.net/cc?rk=6yiq5orr&guid=ON

■ザ・コーヴ
和歌山県太地町で行われているイルカ追い込み漁を、批判的に描いたアメリカ合衆国のドキュメ
ンタリー映画です。
2009年に公開され、センセーションを巻き起こしました。監督はルイ・シホヨス。コーヴとは、
「入り江」という意味です。
日本のイルカ漁は合法的に行われていますが、入り江に追い込んで殺すという手法が海外の自然
保護団体からみて残虐に映るため、この映画が作られたようです。
しかし、その撮影は地元の了解無しに「日本の美しい港や海を撮影する」と嘘をついて撮影し、
隠し撮りなどの非合法な手段で作成されています。
その映画が多くのドキュメンタリー賞やアカデミー賞まで受賞しました。そして、多くの抗議
の中、７月３日から日本でも公開されるようです。
撮影の手法はどう考えても違法ですが、それはさておき、イルカ漁について、皆さんはどう思い
ますか？ご意見お聞かせください。

■このメルマガへのご感想をお寄せください。
（メルマガに掲載させていただくこともあります。）
↓↓↓↓↓
http://form.mag2.com/veuujourec

http://ck.at-m.net/cc?rk=6yiq5orr&guid=ON


人民元切り上げ

ﾀﾞｲｴｯﾄにｽﾄﾚｽはいらない！話題の満腹素材ﾌｰﾃﾞｨｱと3種の膨張素材がお腹を満足させます
http://ck.at-m.net/cc?rk=6yg45orr&guid=ON

■人民元切り上げ
近年、中国は経済的に随分発展しています。当然貿易も盛んになっています。貿易には主にドル
を使います。中国も同じで、自分の国の「元」とドルを交換して取引しています。
しかしこの交換比率が問題になっています。中国は自国の経済を守るため、交換比率を低く固定
してきました。５年位前までは１ドル＝８．２８元でした。
つまり、貿易で１ドルの輸出をすれば、８．２８元もらえるわけです。
しかし、最近、この交換比率が外国にとって不利になっているという批判が出て、少しずつ市場
の動向に合わせる「変動相場制」に変えつつあります。
ついこの間までは１ドル＝６．８３元前後に引き上げていました。引き上げ？８．２８元→６．
８３元になったのに？と不思議な感じがしますが・・・・
これは、１ドルと交換するために、以前は８．２８元必要だったのに、今は６．８３元でＯＫと
いうことで、元の「価値が上がった」、つまり引き上げられたことになるわけです。
しかし、中国としては元の価値は上がっても、輸出で手に入る収入は減るわけで、あんまりやり
たくはありませんでした。
しかし、Ｇ２０という先進国の会議に出る前に諸外国の批判をかわすために、「元相場をちょっ
とずつ引き上げてもいいよん！」と宣言しました。
そのためか、元に人気が出て、１ドル＝６．７元台の高値をつけています。
「元気」ですねって感じです。わかるかなぁこのギャグv(‾∇‾)ﾆﾔｯ
わかってくれた人かんそーチョーダイ！！

http://ck.at-m.net/cc?rk=6yg45orr&guid=ON


【イクメン】

毎日のｺｰﾋｰで楽々
ﾀﾞｲｴｯﾄ！美味しい
から続けられる、
ｸﾛﾛｹﾞﾝ酸たっぷり
のﾀﾞｲｴｯﾄ新定番♪
http://ck.at-m.net/cc?rk=6yio5orr&guid=ON

■イクメン
子育てに積極的な男性のことをいいます。けっして、イケメンである必要はありません(笑
＆ホッ！)。
父の日の今日、神戸市ではイクメン100人を表彰するイベントが行われました。
共働きが当たり前のような、忙しい時代になりました。女性の育児休暇の取得率は９割を超えた
そうですが、男性の実績はほとんどありません。
まずは、上司からお手本を示すべきであるということで、東京文京区の区長が４月に２週間の育
児休暇を取りました。すると、早速区長に続いて男性職員が取得を始めたようです。
大変良いことだと思います。そして、世のお父さんたちは、より積極的に子育ての「楽しさ」
を知ってもらいたいと思いました。
「臆面もなく取ること」が大事ですね！わかる？このギャグ？

http://ck.at-m.net/cc?rk=6yio5orr&guid=ON


改正貸金業法

毎日のｺｰﾋｰで楽々
ﾀﾞｲｴｯﾄ！美味しい
から続けられる、
ｸﾛﾛｹﾞﾝ酸たっぷり
のﾀﾞｲｴｯﾄ新定番♪
http://ck.at-m.net/cc?rk=6yio5orr&guid=ON

■改正貸金業法
本日より、貸金業法が改正されます。世の中に消費者金融への支払いが行き詰まり、大変なこと
になっている人が増えていることに対応するためです。
新しい法律では、利用者の所得の３分の１を越える貸し出しをさせないことや、専業主婦の人が
借り入れをするときは、旦那さんの同意が必要なこと、取ってもよい金利の上限を引き下げるこ
となどを定めています。
それだけだと、世の中にとっても良いことですが、大きな問題を含んでいます。
まず、利用者の半数が新たな借り入れが出来なくなり、生活を圧迫してしまうことが考えられ
ます。
また、消費者金融各社の業績悪化が考えられます。消費者金融の調子が悪くなると、その消費者
金融に融資している銀行も困ったことになります。
銀行はお金を貸すと、貸したお金が戻ってこないことを想定して、「貸し倒れ引当金」というお
金を積み立てなくてはなりません。
融資先である消費者金融の業績が悪くなると、この引当金を多くしなくてはならなくなり、銀行
の経営を圧迫することが予想されています。
銀行が困れば企業も困り、そこに働く労働者の給料が減り、消費者金融に借りなくてはならなく
なるという、悪循環も考えられそうです。困ったことです。

http://ck.at-m.net/cc?rk=6yio5orr&guid=ON


はやぶさ

まるで音楽を聴くように誰でも聞き流すだけで超高速で資格をGET!
【聞き流す！販売士】
音声教材＋問題集100問
まずはサンプルから
パソコンでダウンロードhttp://www.mag2market.com/file/3842

■はやぶさ
日本の惑星探査機の「はやぶさ」が７年間に及ぶ宇宙の旅を終えて地球に帰ってきました。はや
ぶさは、小さな惑星の「イトカワ」に着陸してその岩石を集めていました。46億年前の地球誕生
の秘密が解るかも知れないと言われています。ロマンチックやねぇ!

 

http://www.mag2market.com/file/3842


法人税

毎日飲むだけ♪
大人気ﾀﾞｲｴｯﾄｺｰﾋｰ
http://ck.at-m.net/cc?rk=6yiq5orr&guid=ON

■法人税
企業の儲けにかかる税金です。日本では、法人税（国税）、法人事業税（地方税）、法人住民
税（地方税）があり、
それらを合わせると、日本では４０％を超える税率になり、世界最高水準です。
そのお金は私たちの暮らしになくてはならないものですが、企業としては、汗水流して働いた
結果、儲けの半分近くを持っていかれるわけですから、ちょっとやる気が無くなります。
現実に、多くの企業が海外に進出しています。このままでは、日本に企業が無くなり、当然働く
場もなくなり、国民の生活が根底からひっくり返ります。
民主党の菅首相は、衆議院選挙で打ち出した中小企業に対する法人税の減税を、大企業にも広げ
、企業の競争力を高めようとしています。

http://ck.at-m.net/cc?rk=6yiq5orr&guid=ON


所信表明演説

★iPhone買うなら、今がチャンス！★
【実質負担０円】★１日納品も可能！
〓ケイタイホンポ〓
▼▼　click！　▼▼
http://px.moba8.net/svt/ejp?a8mat=1NWDXH+6OJ56A+K0A+64JTF&guid=on

■所信表明演説
総理大臣が代わったりしたときや、臨時国会の初めなどで総理大臣が行う演説のことです。
「私はこんな方針でやっていくぞー！」と、国政全般について当面の方針や重点課題を説明し
ます。
似たような言葉に、「施政方針演説」というものがあります。これは通常国会の始めに行います
。
どちらも同じような趣旨ですが、所信表明演説では、内閣の考えを述べるのが特徴です。
菅直人首相が今日、所信表明演説を行いました。今回の所信表明演説では、借金まみれになった
この国の「強い財政」実現のため、
「税制の抜本改革に着手することが必要だ」と言っています。
やっぱ消費税の引き上げしか無いでしょう、当面は。

http://px.moba8.net/svt/ejp?a8mat=1NWDXH+6OJ56A+K0A+64JTF&guid=on


子ども手当

まるで音楽を聴くように
誰でも聞き流すだけで
超高速で資格をGET!
【聞き流す！販売士】
音声教材＋問題集100問
まずはサンプルから
パソコンでダウンロード
http://www.mag2market.com/file/3842

■子ども手当
子ども手当法にもとづき、子どもの保護者に毎月2万6千円を支給する予定の制度です。
ただし、初年度（2010年度）のみ月1万3千円となる。という予定でしたが、来年度は予算不足の
ため、満額は支給できないことになりました。
民主党の掲げたマニュフェストの目玉政策でしたが、そもそも、財源が不足していること、所得
制限がなく、どんな金持ちでも貧乏でも同じ金額であること、
母親を働きやすくする保育施設への支援のほうが大切など、矛盾が一杯の制度です。
総理大臣になってから、「出来ません！」というなんて、なんだか後出しジャンケンみたいで、
感じ悪いですよね。

http://www.mag2market.com/file/3842

