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前回の例会 

 2015年 9月 11日(金)第 1676回 

卓  話 「 消費税の軽減税率 」 

卓 話 者  池田 茂雄 会員 

今週の歌 ｢ 四つのテスト ｣ 

 ｢ 赤とんぼ 」 

お客様の紹介  

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（９月度） 

 坂田兼則会員（第９回） 
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事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3F・Tel:(072)223-2300番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 「天兆閣」別館 4F   Tel:(072)222-0131番（代表）  

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ：  

ガバナー事務所  URL   ： 
        E-mail ： 

会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者:池田茂雄 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2015年 9月 18日 第 1676号 

 

四つのテスト 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 

2015年 9月 18日(金)第 1677回 

卓  話 「 縁活 」 

卓 話 者 大阪大学名誉教授 

        久保井 亮一 様 

紹 介 者  奥野 圭作 会員 

今週の歌 ｢ 四つのテスト ｣ 

｢ 夕やけこやけ 」 

｢ 堺北ＲＣの歌 」 

お客様の紹介  

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

2015年 9月 26日(土)第 1678回 

「３５周年記念 北海道旅行」 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜９月１１日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           20名 

欠席会員             11名 

   ビジター          1名 

ゲスト           0名      

8月 7日(金)の出席率    75.86％ 
 

今週の歌「夕やけこやけ」 
 

夕やけ こやけで  

日が暮れて 

山のお寺の 鐘がなる 

おててつないで 

みなかえろう  

からすと いっしょに  

かえりましょ 

http://www.sakai-kita.jp/


  - 2 -  

 

 

「消費税の軽減税率」 

会員 池田茂雄 

 

「消費税の軽減税率」というテーマでお話しをさせて頂きます。 

 つい先日の９月６日(日)付朝刊に一面トップニュースで財務大臣のトルコでの記

者会見の記事が出ました。「平成 29年４月より８％から 10％に引上げられる消費税

について、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率を取り入れることは面倒くさい」

という発言が出ました。政府与党である自民党と公明党は８％引上げる際に、将来

10％に引上げる際には、生活必需品についての税率を低く抑える軽減税率を導入するこ

とで既に合意が出来上がっております。平成 29 年４月より消費税率が８％から 10％

に引上げられることも既に決まっています。この際、生活必需品の税率を低く抑え

る軽減税率の導入については、これまで対象品目として「酒類を除く飲食料品」・「生

鮮食品」・「精米」の３案を軸に検討が進められてきました。 

 ところが、この度の消費税率を 10％に引上げる際の負担軽減策についての発言が

大きな反響を呼んでいるんです。その後、毎日のように財務省からの発表として新

聞紙上に取り上げられております。私自身、この問題には以前から大きな関心を持

っておりましたので、本日取り上げさせていただいた次第であります。 

税率が 10％に引上げられるにあたっては、「酒類を除く飲食料品」（外食を含む）

を軽減税率の対象とする。そこで、複数の税率を設けると事業者の経理処理が複雑

になるなど問題点が多いため、消費者が店頭で購入する際に 10％分の金額を支払い、

「酒類を除く飲食料品」（外食を含む）について払いすぎた税金分として２％相当額

を後日、給付するという方式である。「酒類を除く飲食料品」（外食を含む）の平均的

な一人当たりの年間支払額が「25万円」であることから、その２％に当たる年間一

人当たりの上限を５千円として給付するということである。この負担緩和策を「日

本型軽減税率制度」と説明している。この場合、当初は所得や世帯構成などに応じ

て消費額を推計するという方式も示されていたが、これでは実際の買い物とは関係

のない金額が給付されることになるとのバラマキ批判がでた。そこで今年 10月から

実施されるマイナンバーカード制度の活用に着目し、現在のところその方向で検討

が進められている。小売店に設置した情報端末を使い、買い物の際の金額などのデ

ータをマイナンバーカードのＩＣチップに記録し、その後、カードに記録された情

報をもとに各人が申請することにより２％相当額が受け取れるというものである。 

 この財務省案だと、商品の購入時に 10％の消費税を支払いすることとなるので、

消費者の「痛税感」の緩和にはならないとの声がある。当初、検討してきた軽減税率

は対象品目の税率を低く抑えるため、買い物の時点で支払う税額が少なくて済むと

いう実感のあるものとなっていた。 

マイナンバーカードは、本人の申請により交付されるものであり、すべての国民

が手にするとは限らないため、カードの普及も課題のひとつである。又、全国のす

べての小売店にまで情報端末を行き渡らせるには費用と時間を要する。平成 29年４

月の 10％引上げ導入まであと僅かの期間しかなく、一定の周知期間を考慮すると今

卓  話 

 

時間 
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年末までには結論を出すことが求められる。マイナンバーカードの活用については、

情報流出への懸念など多く問題点が指摘されており流動的な面が非常に多い。今後

の動向に注目したい。 

 

 

 

 

会長 坂田 兼則 

 

本日の会長の時間は、第２６４０地区についての御報告をさせていただきます。 

 本年９月４日に、２６４０地区のガバナーでありました豊澤洋太朗氏に代わりまして、

辻 秀氏がアクティングガバナーになられました。 

 ここ数年混迷を続けておりました当第２６４０地区につきましては、会員皆様には、

御心労のことだったとは思いますが、ここに御報告申し上げます。 

 今後、地区の動きについては辻アクティングガバナーからの指示によることになろう

かと思いますが、当堺北ＲＣとしては今までどうり元気で明るいクラブ運営を心がけて

いこうと思っております。 

 会員の皆様におかれましても、今後共御指導・御協力ほどお願い申し上げます。 

 再来週には、いよいよ当クラブの３５周年事業であります「３５周年記念北海道旅行」

が待っております。３５周年事業実行委員会としましては参加者５８名ということで、

うれしい悲鳴をあげて準備に取り組んでいただいております。堀畑委員長はじめ 35 周

年事業実行委員会の皆様有難うございます。 

 

 

  

 

広報委員会 

広報委員 池田茂雄 

「ホームページの更新について」 

 

「堺北ロータリークラブ ホームページ」更新のお知らせです。 

 当クラブ会員の皆様へ向けての広報と同時に、他クラブ会員の皆様や、広く一般の皆

様へ向けての広報活動として、必要に応じて随時更新を行いながら魅力ある「堺北ＲＣ

ホームページ」の維持管理に努めております。 

 日頃必要となる更新は事務局においてスムーズに対応できておりますが、年度替わり

時の更新は、短期間に大量の作業が必要となるため、広報委員と事務局の共同作業で対

応し、又、一部については外注扱いで対応しております。この度、８月末日までに年度

替わり時の更新作業を完了いたしましたのでお知らせします。 

 会員の皆様、「会員専用ページ」を開いていただきますと、詳細な各種情報がいっぱ

い備蓄されております。但し、「ユーザーコード」と「パスワード」が必要ですが、お

分かりでない方は申し出て下されば、お教えいたします。又、「クラブ紹介」項目をク

リックしていただきますと、更に 10数項目の見出しがあり膨大な量のデータが備蓄さ

れており、当クラブの 35年間の歩みが一目で分かります。是非、ご覧くださいませ。 

会長の時間 

 

時間 

 

委員会報告  

 

時間 
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 ホームページについての、ご意見、ご質問などありましたら「広報担当 池田」まで

お願いします。 

 

35周年記念事業委員会 

 

「 行 程 表 」 

９月２６日(土) 

7：00(厳守) 関空 ２階 国内線ＡＮＡチェックインカウンター前に集合 

8：00 出発 ANA1711便 

9：55 到着 新千歳空港 大型バスにて移動(60人乗り) 

12：00頃  洞爺湖有珠山ジオパーク 到着 

ウインザーホテルにて昼食・観光 

15：00頃  出発 大型バスにて移動 

16：00頃  登別温泉 到着 

地獄谷見学後、宿泊ホテルへ 

18：30   例会・式典 夕食 

21：00頃  終了 

 

９月２７日(日) 大型バスにて移動 

9：00頃  出発 

9：30頃  白老アイヌ民族博物館到着 観光 

10：30頃  出発 

札幌市内へ 時計台・大通公園・道庁 車窓より見る 

12：30頃 サッポロビール園 到着 昼食 

14：00頃 出発 

15：00頃 小樽 到着 観光 

16：30頃 出発 

18：00頃 新千歳空港 到着 

19：45頃 出発 ANA1720便 

21：50頃 関空到着  解散 

 

 

 

鶴啓之様(堺東南RC) 35周年誠におめでとうございます。10月31日コンペには参加 

させていただきます。宜しくお願い致します。  

那須宗弘会員 中田さんバナー交換で大変お世話になりました。これからも宜しくお願

いします。 

中田 学会員 鶴さんようこそ堺北 RCへ 

米澤邦明会員 本日は私の誕生日の為に皆様集まって頂き誠に有難うございます。9月

11日はアメリカでテロが発生した日です。世界が平和でありますよう

に！！ 

嶽盛和三会員 2640地区のごたごたいい加減にしてほしいですね。鶴さん久し振りで

す。ようこそご来会有難うございます。 

合計 ２０，０００円 

 

ＳＡＡ報告  

 

時間 
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（１）本日の配布物 

・週報  

・北海道旅行しおり 

 

（２）幹事報告 

 ・本日、例会終了後、35周年打合せ会議がございますので、委員の方はお集まり

ください。 

  ・秋の交通安全運動が9月18日(金)16：30～ 

   堺市市役所前市民広場にて実施されます。 

  ・囲碁会議が9月18日(金)18：00～すし亭幹にて開催いたします。 

  ・毎年恒例の清心寮のBBQ大会が11月3日(祝)に開催いたします。詳細は後日ご

案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

)) 

 

時間 

 

１．学□の定説を覆す 

学界 学問に携わる人々の社会。学問の世界。 

学会 同じ研究分野の人が集まった団体。 

 

２．製造の□程から管理する 

課程 学校などで習得すべき学習内容と順序。 

過程 物事が進行していく道筋。 

 

３．立派な行いに□心する 

感心 立派だと心に深く感じること。 

関心 物事に興味を持つこと。 

 

４．私の□知するところではない 

感知 感じ取って知ること。 

関知 あることに関係し、様子を知ること。 

 

５．政治資金規□法を施行する 

規正 規則に従い、悪い点を正しく直すこと。 

規制 規則に従い、物事を制限すること。 

 

 

６．□同出資で会社を立ち上げる 

共同 同じ目的のために力をあわせること。 

協同 人々が力を合わせて仕事をすること。 

 

７．議長の決□を仰ぐ 

決済 代金の受け渡しで売買取引を終えるこ

と。 

決裁 権限を持つ長が事柄の可否を決めるこ

と。 

 

８．原□をとどめないほどに壊れた 

原形 本来の形。もともとの形。 

原型 もとになる型。 

 

９．□状を分析し判断する 

現状 現在の状態。 

原状 初めの状態。 

 

10．歌舞伎町の興□に出かける 

興業 新たに事業を興すこと。 

興行 お金を取って公開する演劇・イベントな

ど。 答え ①界 ②過 ③感 ④関 ⑤正 ⑥共 ⑦裁 ⑧形 ⑨現 ⑩行 


