国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2748 回例会 平成 29 年 5 月 12 日（金）
◇ 先月の出席率
・出席奨励
角田 幸弘 リーダー
非常にいいにくい数字ですが、先月の出席率は 69.03%でした。出席
奨励不徳のいたすところかもしれません。反省しております。まだ
あと 2 ヶ月、今月末で集計が終わり皆出席の発表もございます。
よろしく出席の方お願いいたします。
・Ｓ．Ａ．Ａ．

齊藤

三智夫

会員

本日もくじ引きにご協力ありがとうございます。石川会長年度もあ
と残り 2 ヶ月となりました。Ｓ.Ａ.Ａ.一同、一丸となって賑やかに
に会場監督を務めていきたいと思っておりますので、今後ともご協
力のほどよろしくお願いいたします。
◇
◇
◇
◇
◇

点
鐘
国歌斉唱
ロータリーソング
四つのテスト
お客様紹介

石川

憲弘

会長

奉仕の理想
歌唱

成田コスモポリタンロータリークラブ
加瀬 邦雄 様
富里ロータリークラブ
寒郡 茂樹 様
◇ 結婚祝い
高橋晋会員 s46.5.25（預）、喜久川登会員 s53.5.5
松田泰長会員 s56.5.21、久米剛会員 h12.5.27
佐藤英雄会員ｓ48.5.20
【先月分】近藤博貴会員 s35.4.30
◇ 誕生祝い
小宮山四郎会員 s16.5.23、笹子恵一会員 s32.5.27
吉田稔会員 s35.5.15、齊藤三智夫会員 s42.5.12
宮崎修一会員 s25.5.18
【欠席】伊藤隆治会員 s47.5.31
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◇

ニコニコボックス
石橋 菊太郎 会員：10 日、孫が 5 人いるのですがその中のたった
1 人の女の子が、3 歳保育で浅野会員の玉造幼稚園に入園させてい
ただきました。なかなか三歳児は預かっていただけないのですが、
温かく迎えていただき現在ご迷惑をかけているところでございます。
小泉

英夫

会員：来週から 3 週連続でお休みさせていただきます。

忘れられたら困りますのでニコニコしていきます。二点あります。
まず一点目は、回覧しております国際交流協会発行の
NEWSLETTER についてです。3 月 24 日から 30 日 まで サンブ
ルノ市中学生友好訪問ということで、もう 30 年続いておりますが、
そのホームステイの団長として行ってまいりました。今年は 8 名か
ら 2 名増やして 10 名、男の子 4 名女の子 6 名随行員 4 名の計 14 名で行ってまいりました。
着いた日はサンフランシスコのゴールデンブリッジが霧と雨で霞みちょっと残念に思った
のですが、こういう景色もなかなか見られないとガイドさんに言われ、そうだなと思い良
いところを見てまいりました。向こうでは図書館、警察、役所など訪問するのですが、そ
の中で消防署の中に体の大きい女の子がいました。その子は今年入署したそうで、なんと
2005 年にホームステイで成田に来ていたそうです。国際交流と言うのはこんなところで繋
がっているのかなと思いました。とにかく、全員無事に怪我も病気もなく帰ってきました。
二点目は、商工会議所主催で毎年弦祭りと言うイベントを秋にやっております。私が実行
委員長としてやらせていただいているのですが、去年今年と青森の弘前で開催される津軽
三味線世界大会に車で行ってまいりました。休みながら 8 時間位かかります。男性 A 級優
勝は山中信人さん（2 連覇）、女性 A 級優勝は柴田愛さん（3 連覇）でした。お二人お呼び
出来ればよかったのですが、山中さんはちょうどメキシコに行かれるという事で、今回は
柴田さんだけご参加いただける事になりました。団体では、去年来ていただいた早稲田大
学津軽三味線愛好会三津巴（2 連覇）にも来ていただけることになりました。 10 月 21 日、
22 日、本堂前で大演奏会をやりますので 皆様宜しければお越し下さい。
近藤 博貴 会員：先月、誕生日と結婚祝いでしたが、月初めに出席
できなかったものですから本日ニコニコいたします。

浅野 正博 会員：先ほど石橋会員の方からお孫さんのご入園の話が
ございましたが、毎年 5 月になると通常幼稚園というのは、3 歳にな
った翌年の 4 月から年少さんとして入園いたします。しかし、玉造幼
稚園では、それよりも 1 年早めにお預かりするということでやらせて
いただいております。通常 20 名しかお預かりできないのですが、今
年は 30 数名面接をさせていただき、その中で石橋さんのお孫さんは
激戦を勝ち抜き入園なさいましたので、改めてここでご報告、ニコニコさせていただきま
す。
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宮﨑

修一

会員：ロータリー会員になり初めて誕生祝いをしていた

だきました。皆さんにこんなに盛大に祝福していただき、本当にあり
がとうございました。

◇ 会長挨拶
石川 憲弘 会長
ゴールデンウィークは、お孫さんなど家族で行楽地に
出かけてのんびりした人、又仕事で猫の手も借りたい
ほど忙しかった人などいろいろな方がいたと思います。
さて、ロータリー活動も終盤にはいりました。会長の
締め繰り職務として、５月２７日には八千代ロータリ
ークラブ創立５０周年記念式典に諸岡ガバナー・ノミ
ニー・デジクネイト、成田エレクト等１０名の会員が
登録を済ませましたので出席をしてまいります。
そして、６月２２日青木ガバナーより２０１６～１７年度地区運営に多大のご理解とご協
力を賜ったということで、ロータリー財団１００周年記念を兼ねたフェアウェル・チャリ
テー・パーテーに地区委員長、委員の皆様と会長、幹事にも出席の案内が来ておりますの
でこちらも出席を予定しております。同じ日の第９分区ゴルフ大会には皆様の出席をお願
いするところです。先日、成田観光協会理事会が観光館でありました。その会議の中で９
月１６日に成田芸能祭り、同日に千葉県観光・物産大会を開くことが小川専務理事より発
表されました。千葉県の観光事業者に向けて成田山１０８０年祭記念行事のＰＲ活動を実
施しようという事です。成田クラブには観光事業者が沢山いらっしゃいます。この成田芸
能祭り、千葉県観光・物産大会には当日例年になく多くの千葉県内の観光事業者、そして
観光客が見込まれますので、会員皆様のお手伝いよろしくお願いしますという事でした。
また来年には成田山新勝寺１０８０年祭記念行事があります。成田山新勝寺橋本照稔貫首
猊下は成田ロータリークラブ名誉会員でもあり、岸田照泰会員は成田山新勝寺寺務長でも
ありますので、皆さんの一層の協力をお願いするところです。今日はこの後新会員ローソ
ンかおり会員の卓話、そしてクラブ協議会、審議事項は手続要覧改定に伴う成田クラブ細
則の変更についてです。慎重、審議よろしくお願いいたします。会長挨拶といたします。
◇ 委員会報告
・公共イメージ委員会

菊地

貴

リーダー

“ロータリーの友“記事紹介です。友愛の広場のコーナーで職業奉
仕についてお二方が寄稿されています。読み比べてみると非常に面
白く色々な考え方があるのだなと痛感させられた記事でございま
す。私がロータリーに入って初年度の時に職業奉仕についてすごく
わからなくて悩んだのですが、これを読んでみるとそういうところ
が解決できるのかなと思いました。
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・親睦

諸岡

正徳

リーダー

6 月 30 日、最終例会ですが ANA クラウンプラザホテルさんで 18
時半開始予定です。今回、会長たっての希望により皆さんの中で私
は一芸を披露したいと言う方がいらっしゃいましたら、ぜひ諸岡ま
でご連絡いただけるとお披露目の場を設けたいと思っております
のでご検討お願いいたします。奮ってご参加お願いいたします。
・米山記念奨学委員会
特別寄付 10 万円

堀口 路加
浅野正博 会員

リーダー

・ロータリー財団
年次寄付 11 万円

近藤 博貴
神﨑 誠 会員

リーダー

◇ 幹事報告
吉田
≪回覧≫
・週報 多古ロータリークラブ

稔

幹事

・例会変更 富里ロータリークラブ
・国際交流協会ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ No.215
・成田市社会福祉協議会だより NO.122
・市原ロータリークラブよりバナー
・地区より RLI ファシリテーター養成講座のご案内
・財団室 NEWS 5 月号
・バギオだより
・青少年奉仕月間リソースのご案内
・首都圏 3 環状線早期完成に向けた署名活動への御協力のお願い
≪連絡≫
・各種出欠表
・例会終了後、役員理事会をひよどりの間で行います。
・5 月のレート 110 円
・会員数 70 名
・クールビズ 5 月 12 日～10 月 27 日
・ロータリー手帳 17－18 年度
◇

クラブ協議会
議長／石川

【審議事項】
・手続要覧変更に伴う成田クラブ細則変更について
設楽 正行 内規規定委員長
※審議の前にお詫びと訂正
・年次総会のご案内→クラブ協議会のご案内
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憲弘 会長

・変更後細則

第 6 条第 2 節

会費は年額 21 万円とし、各半年ごとの各支払額のうちの

一部は各会員公式雑誌の購入料→購読料
・第 4 節 毎年 7 月 1 日→7 月 31 日
今年は入会金の項目がなかったのですが、成田年度では入会金を取ることになりましたの
で、それについて細則の変更が追加になっております。
審議の結果、承認されましたので、次年度の活動計画書より変更させていただきます。
◇

卓話

―自己紹介及び軽減税率について―
ローソンかおり 会員
（代表社員）
私は昭和 47 年、栃木県栃木市 4 人兄弟の長女として生
まれました。父が税理士で、事務所は自宅の敷地内にあり、
祖父母と母も一緒に働いていたため、家族の背中を見て育
ちました。クリスマスの時期は年末調整、バレンタイン、
ホワイトデーの頃は確定申告で家族が忙しいというライ
フスタイルを見つめてきました。とても忙しそうだったの
で子供の頃は税理士になろうという発想はありませんで
した。ただ海外に留学したいという希望が強かったのは覚
えています。
小学、中学時代は生徒会役員に選ばれ、役職は会計だったのですが、おそらく父が税理
士だったからだと思われます。生徒会では学校行事、運動会、文化祭の運営に携わること
がとにかく楽しかったです。中学時代はテニス部でしたが、高カロリーなものを食べ続け、
引退しても食生活は変わらなかったので高校受験時代に体重が今より 10 キロ位重かった
です。この頃将来は中学校教師になりたいと思っていました。
高校は県立の女子高に進学しました。部活は英語部、やはりいつか留学したいという願
望があり、英語の学習に力を入れていました。しかし両親からは留学に対して賛成を得ら
れず、とりえあえず大学受験は教育学部をめざしていました。
結果として合格したのは明治大学の経営学部。入学出来てとても嬉しかったのですが、
当時教育学部を目指していたので、また将来何がしたいか分からなくなりました。とりあ
えず 1，2 年生の頃は商業英語と経営学のサークルに入って勉強をしていましたが、同時に
簿記の検定も受け始めました。この頃から税理士になることを意識し始め、3 年生から夜
間は簿記学校に行きました。父も明大の経営学部だったということもあり、この職業に縁
を感じ始めました。
学生時代は勉強をしながら税理士事務所でアルバイトをしていました。その後平成 11
年に税理士の資格を取り、平成 12 年、実家の会計事務所に就職しました。仕事をしながら
都内の英文会計専門学校に行ったりしました。その後縁あってスコットランド人の夫と結
婚し、成田に嫁いできました。その後、子育てをしながら DHL Japan 経理部、税理士事
務所、デルタ航空予約部で働いていました。実家が遠かったので、この頃は夫の家事・育
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児の参加、保育園のサポートのおかげで仕事を続けることができ、本当に感謝しています。
そして次男が 2 歳になるのを待って、平成 23 年 1 月に税理士事務所を開業しました。
実家の税理士事務所に帰ることも考えましたが、やはり成田で頑張ってみようと思い、顧
客ゼロからスタートしました。最初は閑古鳥が鳴いていましたが、2 年目からがターニン
グポイント、国内外のお客様が増えてきました。
平成 26 年 11 月には行政書士事務所を開業。これで会社の設立から税務会計までワンス
トップサービスを提供することが出来るようになりました。また外国人のお客様が増え、
彼らの税務会計業務に加え、ビザの申請業務も同時に行えるようになりました。
そして平成 28 年 11 月に父と一緒に税理士法人を設立、こちらの成田事務所はスタッフ
が 2 名に増えました。税理士業務、行政書士業務も軌道に乗り、今ではお客様の国籍が 19
か国にもなりました。
今では成田ロータリークラブにも入会でき、自分はたくさんの人に支えられてここまで
来られたのだと、皆様に感謝しております。

消費税の軽減税率制度
ご存じの通り、消費税は平成 26 年 4 月に 8％に引上げられ、更に平成 31 年 10 月に 10％
へ引上げると定められました。このような消費税率の引上げ政策に対して、消費税の増税
が与える生活への影響を抑える為に以前から軽減税率の導入が検討されてきました。
この「軽減税率」とはある一定の食料品等に対して、標準税率より低く設定される税率の
ことを言います。先程触れましたが、対象品目は酒類・外食を除く飲食料品と新聞です。
わが国にも導入された場合には、どのような品目に対して軽減税率が適用されるのかで
我々の生活にも大きく影響を与えるはずです。よって今日は消費税の軽減税率制度につい
て簡単にご説明させていただき、つぎに既に導入している海外の制度についてご紹介させ
ていただこうと思います。
●消費税の軽減税率制度
・実施時期：平成 31 年 10 月 1 日（消費税率の引上げと同時）
・消費税率等
①標準税率は 10％ （消費税率 7.8％、地方消費税率（注）2.2％）
②軽減税率は８％ （消費税率 6.24％、地方消費税率（注）1.76％）
（注）地方消費税の税率は、消費税額の 78 分の 22
●軽減税率の対象品目
① 酒類・外食を除く飲食料品
② 週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）
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●軽減税率の対象となる品目・留意点
飲食料品

飲食料品とは、「一般に人の飲用又は食用に供するもの」をいいます。例えば、工業用の塩
は、軽減税率の対象となる飲食料品に含まれません。

外食

飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提
供

ケータリング等

相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うもの

テイクアウト・宅配
等

飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆるテイクアウト・宅配等は軽減
税率の対象

一体資産

おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、
その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。税抜価額が 1 万円以
下であって、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象
（それ以外の場合は、標準税率の対象）

●軽減税率対策補助金
・消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の 方々
が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、 その経費
の一部を補助する制度
●軽減税率対策補助金の種類
・Ａ型：複数税率対応レジの導入等支援
①レジ１台あたり２０万円が上限
②複数台数申請等については、１事業者あたり 200 万円を上限
③申請サポート制度が充実
・Ｂ型：受発注システム改修等支援
①原則、既に EDI/EOS 等の電子的受発注を利用している事業者が対象
②B-1 型は、指定事業者による代理申請を原則
③B-2 型は、事務局に登録されたパッケージ製品・サービスが対象
④補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なる
次に海外の消費税軽減税率についてご紹介させて頂こうと思います。
●消費税（付加価値税）の標準税率
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●イギリスの消費税軽減税率
私の夫の国イギリスの軽減税率は図のようになっております。
標準税率

２０％

軽減税率

対象項目

７％

家庭用燃料及び電力等

０％

食料品、水道水、新聞雑誌、書籍、国内旅客輸送
医療品、居住用建物の建築、障害者用機器等

非課税

土地の譲渡・賃貸、建物の譲渡・賃貸
金融・保険、医療、教育
郵便、福祉等

●イギリスの持ち帰り商品
イギリスにおいて、軽減税率を適用する食料品で同じお持ち帰り商品であっても異なる
税率が設定されています。まずは、表を見て下さい。

なぜ、同じようなお持ち帰り商品なのに税率が違うのかというと、それは温度によりま
す。温かい持ち帰り商品は標準税率が設定され、スーパーのお惣菜コーナーにあるひんや
りとした商品には軽減税率が適用されます。「販売時点で気温より高い温度のもの」には
標準税率が適用されるのです。
※注文に応じて温められる、温められた後その状態を保持していることも条件として追加
されている。
●イギリスのお菓子
イギリスでは、アフタヌーンティーにビスケットやケーキを食べる文化があるが、食べる
お菓子についても税率は異なっています。
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イギリスでは食料品は原則的に 0%の税率が適用されていますが、贅沢品である菓子類に
関しては標準税率が適用されています。しかし、日常的・大衆的な食べ物であるビスケッ
トやケーキには軽減税率が適用されるのです。
●フランスの消費税軽減税率
フランスでは、ぜいたくな食料品については標準税率を課す品目はあるが、原則として
食料品には軽減税率を適用している。
標準税率

１９.６％

軽減税率

対象品目

７％

旅客運送、肥料、宿泊施設の利用、外食サービス等

５.５％

書籍、食料品等

２.１％

新聞、雑誌、医療品等

非課税

不動産取引、不動産賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等

●世界三大珍味
日本での一般的なイメージでは「世界三大珍味」のキャビア・フォアグラ・トリュフにつ
いてはすべてがぜいたく品と感じられることでしょう。しかし、フランスではこの「世界
三大珍味」の中で異なる取り扱いがされています。

キャビアは標準税率なのに、なぜフォアグラやトリュフは軽減税率を適用しているので
しょうか。これは「世界三大珍味」の中でもキャビアが特別とされているわけではなく、
フランスではキャビアは輸入されており、国産のフォアグラ・トリュフを保護する観点か
ら、フォアグラ・トリュフには軽減税率を適用しているのです。国内産業を保護するため
の軽減税率なのです。
●フランスのバターとマーガリン
また、フランスではバターとマーガリンにも異なる税率が適用されています。
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フランスパンにはバターが合うから当然！ではなく、マーガリンは工場（企業）により生
産されているが、バターは酪農家が生産しているため、国内畜産業を保護する観点から軽
減税率を適用しているのです。
●フランスのチョコレート
バレンタインでの定番であるチョコレート。フランスではこのチョコレートが形を変える
と軽減税率の対象となっているのはご存知でしょうか。

板チョコなどのカカオの含有量の少ないものには軽減税率が適用されます。チョコレー
トは昔からぜいたく品とされており標準税率が適用されていますが、カカオの含有量が
50％未満の板チョコなどは生活必需品として軽減税率の対象となるのです。
●ドイツの消費税の軽減税率
ドイツにおいても表のような軽減税率が採用されています。
標準税率

軽減税率

対象品目

１９％

７％

食料品、水道水、新聞雑誌、書籍、旅客輸送、宿泊施設の利用等

非課税

不動産取引、不動産賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等

●ドイツの食料品（店内？持ち帰り？）
「いらっしゃいませ！！店内で召し上がりますか？お持ち帰りでしょうか？」この言葉は
ファーストフード店に行けば間違いなく聞けれるものです。ドイツでは回答次第で、税率
が異なってくるので注意したいところです。
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同じファーストフードのハンバーガーであっても店内飲食用とお持ち帰り用とで異なる税
率が適用されるようです。店内で食べると「外食」扱いとになり標準税率が適用されます
が、これはテイクアウトすると「食料品」扱いで軽減税率が適用されるためです。
●アメリカの消費税の軽減税率（小売売上税）
アメリカでは消費税というものはなく、消費税とよく似たもので「小売売上税」というも
のがあります。旅行時に体感したことがあるかたもいらっしゃるとおもいますが、アメリ
カでは州ごとに独自の税制を備えているので、この小売売上税という税率も異なっていま
す。従って、対象商品によっては隣の州で買った方が良いなどの問題点があります。州に
より小売売上税の税率が違う事例を紹介いたします。
イリノイ州シカゴ（9.5％）

ミネソタ州では、隣のイリノイ州シカゴと比べて、同じ商品なのに税率が異なっています。
他にもフロリダ州やテキサス州は、出費のかさむ新学期の時期だけ小売売上税を免税とす
る措置があるようです。
●カナダの消費税の軽減税率（ＧＳＴ）
最後に紹介させていただく国はカナダです。カナダでは連邦付加価値税（GST）や州売
上税（州によって異なる）、統一売上税（HST）と呼ばれる税金があります。これらも商
品やサービス、使用の目的で購入した有形動産等に課税されています。
GST
標準税率

軽減税率

対象品目

５％

０％

基本的な食材、農産品、処方箋薬、医療機器 等

非課税

中古住宅、ヘルスケアや歯科治療サービスの大部分、子供ケアサービスの一
部、教育サービス、金融サービス 等

こちらも変わった軽減税率の適用があるので紹介させて頂きたいと思います。
●ドーナツの個数
店員さんから「いらっしゃいませ。ドーナツはいくつご準備致しましょうか？」と聞か
れたら、次の回答で標準税率が適用されるのか、軽減税率が適用されるのかが決まります。
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カナダでは、ドーナツなどのお菓子について「その場で」すぐに食べるかどうかで異な
る税率を設定しています。販売個数が少ない場合（5 個以下）には、その場で食べる「外
食」とみなして標準税率が適用されます。6 個以上で軽減税率が適用されるが、お腹だけ
でなく財布とも相談して個数を決めることになりそうですね。
●消費税軽減税率のまとめ
以上で見たように軽減税率の設定品目は数多くあり、何に対して設定しているのか各国
の特徴が出ているものとなっております。国により様々な思惑があり、生活への影響を配
慮するだけでなく、国内産業を保護する目的もあることがご理解いただけたと思います。
日本でも、軽減税率が飲食料品と新聞に導入されることになりました。しかし、はたして
この税率が適正なのか、消費税の逆進性は緩和されるのか、またこの対象品目だけで良い
のかなどという疑問があります。さらに経理担当者にとっては軽減税率が導入されること
の事務負担増が心配されると思います。
※記事中にある税率などは 2013 年 1 月現在のもの。
第 12 役員・理事会
１．5 月、6 月の例会及び事業、行事計画の確認
5 月の予定
５日 (金)
祝日休会
１２日 (金)
月初例会
第 12 回理事会
１９日 (金)
通常例会
特別月間卓話 卓話：飯田会員
２６日 (金)
夜間移動例会
新会員歓迎会（担当ＤＬ）
6 月の予定
２日 (金)
月初例会
新旧合同理事会
９日 (水)
通常例会
１６日 (金)
通常例会
クラブ協議会―7
２３日 (金)
通常例会
３０日 (金)
夜間例会
最終例会（ANA ホテル）・ゴルフコンペ
※23 日（火）同好会ゴルフコンペ 成田ハイツリー
５．入会者の件
5 月入会 田渕公敏会員 明治安田生命保険（相）支社長
６．次年度入会金の件
入会金 5 万円、名称 入会金
出 席

承認
承認
承認

表

会員数
７０
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６８

５１

１７

７５％

６３．２４％

ＣＡＲＤ

氏
名
小宮山 四郎 会員
石川 憲弘、吉田 稔、成田 温、矢島 紀昭、神﨑 誠
齊藤 三智夫、佐瀬 和年、小宮山 四郎、高橋 正、長原
渡辺 孝、近藤 博貴、松田 泰長、小岩井 学 各会員

正夫設楽

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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正行、

月 日
5 月 11 日

ク ラ ブ 名
国際交流協会 理事会

5 月 12 日

第 12 回役員・理事会

例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

