第２６５４回例会報告議事録
日時 令和３年１１月１６日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「それでそロータリー」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A . : 米田友義

会長挨拶

依田会長
先週１１日に第１１グループ、第１４グループの地区合同情報研究会に参加して
参りました。昨年まで研修会だったのが、今年から研究会になりました。
私と、幹事の代理で村越前会長、藤本会長エレクトと日暮幹事エレクトの４名
で参加して参りました。基調講演はガバナーノミニーの小澤様が「ロータリーの次
世代を語る」というテーマで職業奉仕についてお話しされました。
その後、
１４グループも一緒にテーブルディスカッションを行いました。我孫子ク
ラブは、野田クラブ、流山クラブ、野田東クラブ、流山中央クラブ、野田セントラルクラブ、柏クラブ
と一緒に行いました。
同じテーブルに流山クラブの方がいらっしゃいました。流山クラブは来年が６０周年だそうです。
メンバーは１８名しかいらっしゃらないとのことでした。青年会議所は流山がメンバーが多いのです
が、
ロータリーは流山クラブと流山中央クラブがあり、
ライオンズクラブも多くあるため、流山クラブ
は人数が少ないそうです。
情報研究会はZOOMでも同時配信されましたが、ZOOM参加者との交流はできなかったの
で残念でした。今後は当クラブでもZOOMをうまく活用していければと思います。
今週末はクラブ奉仕・会員増強委員会、広報・公共委員会、親睦委員会の三委員会合同セミナ
ーがあります。当クラブはZOOMで全員参加となっておりますので、
よろしくお願いいたします。
今週いろいろなニュースがありましたが、私が一番関心があったのは、藤井さんが最年少で四冠
を取ったことです。ネットテレビのアベマＴＶで将棋の中継をしていて、
９０分考えて桂馬の一手を
決めた時をちょうど見たのですが面白かったです。今はＡＩ審判というのがあり、
コンピューターでど
ちらが勝っているか判断します。
９０分悩んで桂馬を打った時、藤井さんの点数が上回りました。桂
馬を打ったことで全然違う将棋になったと解説者が話していました。
経営も５年、
１０年、
２０年先、
１０手、
２０手先を読んでいかないといけないのかなと思います。
１０
年後、
２０年後にどういった会社にしたいのかを考え、
５年後までにこういうこと、
１０年後までにこう
いうことをする、
という風に目標を立てています。現実はコロナ等もあってうまくはいってないのです
が、先を読んで目標に変えて、行動に変えていくことが大事になるのかなと思っています。
ロータリーも地区ではエレクト、
ノミニー、
デジグネートと４年先まで会長を決めています。当クラ
ブでも長期戦略会議で３年後、
５年後にクラブをどうしたいかを話していますが、先を見据えた活
動ができればと思っています。今後の我孫子クラブの更なる発展と、本当に楽しいクラブになるよ
うに是非計画していきたいと思いますので、
よろしくお願いします。

親睦委員会報告

上村英生委員長
１２月３日
（金）の親睦ゴルフですが、会員の方が１３名、家族の方が３名、ゲスト
の方が３名で合計１９名が参加予定です。
５組で空きがお一人ありますので、
もし
参加できる方がいらっしゃいましたら会長の方までご一報ください。
１２月の忘年会はやりませんが、
１月の新年会はやりますので皆様今から予定
の方をお願いします。
毎週ニコニコをお願いしていますが、いつもギリギリになってしまうので、
できま
したら事前にご記入の方をお願いします。

出席委員会報告

小野会員
２５名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率７８.１２％
業務による欠席： 梶会員、齋藤会員、三枝会員、福武会員、藤本会員、
前田会員、湯下会員
ZOOMによる出席：古谷野会員、塩毛会員

社会奉仕委員会報告

倉持委員長
先日は社会奉仕事業に参加していただきまして誠にありがとうございました。私
の準備不足とつたない説明にもかかわらず、
ご理解いただき当日の対応をしてい
ただきましてありがとうございました。事故などの報告もなく無事に終えることがで
きたと思います。
また開催する機会がありましたら、内容が不足しているとは思い
ますが、時の委員長さんに私の虎の巻を差し上げたいと思います。
今回の社会奉仕事業はクラブの事業費に加え地区補助金を活用させていた
だきました。
ロータリー財団月間ということで、先週の例会で上村委員長が卓話をされているのを
例会報告で拝見しました。欠席してしまい申し訳ありません。
私も２度、地区の財団セミナーに参加しました。その時のメモがありましたので、少し紹介させて
いただきます。
ロータリー財団に寄付することで世界の奉仕活動に参加することができる。自分が現地まで行く
ことができなくてもポリオや水が必要な国に井戸を掘ったり等の支援になっている。寄付して終わ
りではなく、
クラブでの活動、
クラブを通して地域に必要な奉仕活動を実践すること、合わせて世
界中の必要とされている地域でロータリアンの活動が行われており、地区と世界の二つの活動に
参加している。
今回、地区補助金を利用して社会奉仕事業を行ったことは、参加してくださった方はもちろん、
参加できなかった方、
また世界中のロータリアンが参加した事業であったと、
セミナーを聞いて学ぶ
ことができたと思います。
今まで若干、払わされている感があったのですが、寄付金について知ることで意識が少し変わり
ました。入会５年目にして申し訳ありません。
今寄付したお金が地区に回ってくるのは３年後です。毎年、我孫子で奉仕活動をするために今
日、寄付して帰りたいと思います。
以上、社会奉仕委員会より事業参加のお礼とロータリー財団への寄付のお願いでした。ありが
とうございました。

ロータリー財団について

上村文明会員

先週は思い余って言いたいことがたくさんあって時間を超過してしまって申し訳
ありませんでした。
１１月のロータリー財団月間、
３０日
（火）
まで寄付を募集しておりますが、
３０日が
終わってから財団に送りますと翌月扱いになり、
１１４円が１１５円になるかどうか微
妙ですので、
できれば来週までにご寄付をいただけたらと思います。
よろしくお願
いいたします。

幹事報告

会長挨拶

栁田幹事

・来週は休会になりますのでお気をつけください。
・１１月３０日
（火）
に臨時理事会を開催します。
１２月７日に年次総会があり、来
年度の役員を承認しなければならないためです。
・先週配ったバッジなのですが、間違えてネクタイピンと申し上げてしまいまし
た。女性の方でも使えるものです。つけていただくとキリッとしますので、ぜひ
ご活用いただければと思います。

日暮会員
初めての卓話で大変緊張しています。
簡単に自己紹介をした後に、税理士なので消費税の改正の方を説明しようと思
います。上村先生と関根先生にはちょっと寝てていただいて、
３０分たったらニコニ
コを出していただければいいかと思いますので、
よろしくお願いします。
入会して３年くらい経ったと思うのですが、
もともと千葉の我孫子の根戸の出身
で、両親は農家をやっています。根戸城の跡地の下が家で、
よくお殿様の子孫な
のかと聞かれるのですが、全然関係なくて先祖の方が買った土地を分家でもらって出たという形だ
と思います。
地元のめばえ幼稚園を出まして、
その時にめばえ幼稚園の方でうちの実家で芋掘りをするように
なりまして、
それからずっと、
めばえ幼稚園さんで芋掘りをやってもらっています。
（次ページへ続く）

その後、地元の小学校、中学校に行き、
その中学校で１年の時に野球部に入ったら荒井君がいま
した。
２年、
３年のクラス替えの時に藤本君が同じクラスにいて、
けっこう遊んだりしました。
中学の頃に朝、読書の時間というのがあり黒部ダムの本を読みまして、男の仕事として後世に残
るものを作るような仕事に就きたいと思い、
日本大学の生産工学科土木工学という、理系の大学に
進みました。
大学でも同じようなことを言ったら、
「それじゃ一生、飯場暮らしだね」と言われ、帰れるのはお盆と
お正月だけくらいだと聞き、
ちょっとやばいなと思いました。その当時、
日大は会社の社長が一番多い
と言われていて、何故かというと土建屋のせがれがたくさん来ていて「このまま土木に行ったら、
こ
いつらの下で働くんだな。それはちょっとやだな」と思い始めました。
その当時、兄が経済学部を出ていて、兄の先輩で税理士になった人がいて、税理士という仕事は
いいみたいだぞというような話を聞き、大学を卒業してから税理士試験を受け、
４回の試験でどうに
か通ることができました。
税理士はもうかるのかなと思っていたのですが、
なってみたら大したことなくて大変だなというの
が実感です。
どうにかこうにか、試験に受かって５年くらい南柏の先生の所に勤めさせていただいたのですが、
その後、独立しました。その頃、藤本君が実家の不動産屋に戻っていたり、新しい人を紹介してくれ
たり、荒井君が自分で仕事を始めたりしてお客さんになってくれたり、
どうにかこうにか食べていける
ようになりました。今は自分とパートの４人で事務所をやっています。
登録して２５年以上になるのですが、税理士会でも役員をやらされて会に出たり、独立してどうに
か食べていける状況になったのですが、新しく登録する人というのは結構大変で、都内の大きな事
務所に決まればいいのですが、独立開業というのは段々大変な時代になってきたのかなという感じ
です。
今日は消費税の改正ということで、国税庁のホームページからダウンロードした資料をお配りしま
した。おおまかな説明をさせていただければと思います。
２年後の令和５年１０月１日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が
導入されます。適格請求書等保存方式というのは簡単に言うと、
インボイス制度ということです。
なぜこの制度を導入したかというと複数税率に対応するためです。今は１０％の税率と、軽減税率
ということで８％の税率の２段階があり、
そんなに複雑ではないのですが、
ヨーロッパの様に将来的
には消費税を１５％等上げた時に食料品は１０％にしようだとか、
いろんな段階の税率があった時に、
それをわかりやすくするために売り手の方で適用税率と税額を記載した伝票を控除の要件にしよう
ということで始めるようです。
適格請求書は、請求書や納品書、領収書、
レシート等、
その書類の名称は問いませんが、次のペ
ージに書いてあるように適格請求書の記載事項が６番まであります。
今までの領収書や請求書とそんなに変わらないのですが、登録番号を記載しなければなりませ
ん。
今年の１０月１日から始まっているのですが、登録事業者として税務署に登録申請をして登録され
た事業者が発行できるということになります。登録しないとこの番号は発行されません。法人の場合
は登録申請をすると法人番号の頭にＴがつきます。個人の場合には任意の番号が発行されます。
記載事項として、取引年月日、取引内容は今まで通りですが、税率ごとに区分して合計した対価
の額及び適用税率、消費税額等、
そして書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載しなけ
ればなりません。
令和５年１０月１日から登録を受けるために、今年の１０月１日から令和５年３月３１日までに登録申
請をしてくださいとのことです。申し出をした場合、
インターネット上で適格請求書発行事業者の氏
名又は名称、登録番号、登録年月日、法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地、個人の場合
は主たる屋号、主たる事務所の所在地等を確認することができます。
適格請求書発行事業者の義務（売手側の留意点）
として、適格請求書を交付する義務および交
付した適格請求書の写しを保存する義務があります。
適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書に誤りがあった場合には、修正した適格請求書
を交付しなければなりません。
交通費や郵便ポストに差し出された郵便サービス等、適格請求書の交付義務が免除されるもの
もあります。
仕入税額控除の要件というのが３点ありますのでご留意ください。
皆さんの方で気をつける事としては、会計事務所の方でするかと思いますが、
１０月１日から始まっ
ている登録申請と、令和５年１０月１日からインボイス制度が始まりますので、領収書等、適格請求書
等をきちっと保存することです。
とりあえず大雑把な説明でしたが、私の卓話は以上とさせていただきます。
ご静聴ありがとうござ
いました。

閉会の言葉

例会を閉会いたします。

依田会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
依田会長 日暮さん卓話ありがとうございました。
栁田幹事 楽しい卓話ありがとうございました。
荒井会員 日暮さん卓話ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
小野会員 日暮会員 卓話ありがとうございます。
上村文明会員 適格な時期の卓話ありがとうございます。
上村英生会員 日暮会員 貴重な情報ありがとうございます。
倉持会員 社会奉仕事業への参加ありがとうございました。
小池会員 日暮会員 卓話ありがとうございました。
佐藤会員 卓話ありがとうございました。
鈴木会員 日暮会員 卓話ありがとうございました。
関根会員 日暮会員 卓話ありがとうございました。
寺井会員 税制、卓話ありがとうございました。
野田会員 日暮会員 卓話ありがとうございました。
服部会員 日暮会員 有益な卓話をありがとうございました。
村越会員 娘が結婚しました。
米田会員 日暮会員 卓話ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金 額
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
１,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
１６,０００円
１８９,０００円

今週の表紙「東我孫子駅」千葉県我孫子市下ヶ戸
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）成田線（我孫子支線）の、我孫子駅と湖北駅の間にある駅です。上りと下りの
ホーム2線だけの小さな駅で、互いのホームは構内踏切で連絡しています。列車が接近したり、発車したりす
る時には構内踏切が閉まる為、上下ホームの行き来は出来ません。湖北駅管理の無人駅で、どこか懐かしい気
持ちにしてくれるような駅です。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

