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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

本日の卓話は私なりに一生懸命、 

     資料を準備し、頑張って行いますの 

で宜しくお願い致します。 

＜Ⅰ．消費税＞ 

①消費税改正 

消費税率が 2019 年 10月 1日より 

現在の 8％から 10％に変更されます。 

     高くなると感じる人も多いはずです。 

      しかし、これは世界的にはむしろ 

     低い税率といえます。EU 加盟国では 

消費税の税率は多くの国で 20％を超 

えております。ヨーロッパではスウ 

ェーデン 25％、デンマーク 25％、 

ベルギー21％、オランダ 21％など。 

       

 

 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

山之内 洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



  
 
     南米、中南米、アジア、アフリカの多くの国で

は 10％～20％の税率です。（ブラジル 17％、チリ

19％、メキシコ 16％、ケニア 16％など） 

尚、アメリカ合衆国は各州により税率は異なっ

ていて、消費税を負担する者は最終的な消費者に

限定されており、生産者、流通の中間に入る者な

ど中間段階の事業者については課税をしません。 

アメリカの場合は、付加価値税(日本の消費税

も付加価値税に分類されます)と区分して売上税

と呼んでいます。 

     

    ②軽減税率制度 

消費税率のアップと同時に、軽減税率制度の導

入が審議されていますが、軽減税率制度の今日的

評価は、低所得者層対策として非効率な制度であ

り、コンプライアンスのための時間コストでも同

様に非効率と、OECD（経済協力開発機構）ほかで 

評価されており、軽減税率制度を実施している国 

は減りつつあります。 

非効率と評価された理由は、低所得者層に対し

ての効果が薄いこと。制度を実施するためのコス

トが高いことがあげられます。世界的にも軽減税

率制度を実施している国は、徐々に減少傾向にあ

ります。 

 

    ③インボイス方式 

日本では、消費税額の納税額の計算の上で「請 

求書保存方式」をとっていますが、EU各国におい

ては「インボイス方式」を採用しています。 

  クレジット・インボイス（インボイス）という

書類により、消費税の仕入税額控除ができる権利

を有することになります。この方式の制度の実施

についてはコストがかかります。しかし、税額の

正確性では「請求書保存方式」を上回ります。 

     

＜Ⅱ．相続税＞ 

①相続の遺産分割 

相続が発生してから、相続人間で遺産分割協議

に入りますが、遺言書があったとしても相続人全

員の同意があれば、遺言書と異なる分割が可能で

す。ただし、遺言執行人が指定されている場合は 

遺言執行人の同意が必要になります。 

 

 

 

相続人間の関係が良好であり、公平にすべての 

相続人が相続分で財産の分割を決めたいという場 

合を除き、相続財産の分割は親族間の関係の悪化 

につながります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

週末には台風 24号に見舞われ、報道では 2008 

年の観測開始以来、一番の勢力という事で私は未 

明にどうしても出掛ける予定がありましたので、 

どうなる事かと心配しておりましたが、家を出る 

頃には、まさにあっという間に台風は行ってしま 

い、予定通りこなす事が出来ました。しかし、八 

王子では風速 45.6メートルを観測し、相模原市 

では 2万軒が停電したそうです。 

本日 10月 2日は「豆腐の日」だそうです。こ 

れは語呂合わせから、日本豆腐協会が平成 5年に 

制定したそうです。神奈川県には神奈川県豆腐油 

揚商工組合があります。以前、お聞きした話では 

豆腐は大豆と水とにがりで出来ている訳ですが、 

北海道のツルカメ、九州のフクユタカという大豆 

が豆腐作りには欠かせない豆だそうです。 

また先月 30日には「直売所（ファーマーズマー 

ケット）の日」が、JAグループにて制定されたば 

かりです。これは昨今の「道の駅」を代表とする 

直売所が大人気となっており、地産地消の拠点と 

して地域経済の発展に貢献することなどを定めた 

事から制定されたのだそうです。 

今月は「米山月間」です。以前には米山梅吉記 

念館の訪問などもして、米山記念奨学会について 

は十分理解されている会員もいらっしゃると思い 

ますが、米山記念奨学会についてお話致します。 

 



 

                  

（公財）ロータリー米山記念奨学会は、日本のロ 

ータリーが協同で運営している、民間最大の奨学 

財団です。勉強・研究を志して日本に在留してい 

る外国人留学生に対し、国際理解と親善を深める 

ために、日本のロータリアンの寄付金を財源とし 

て、奨学金を支給・援助しています。 

発足は 1952 年 12月、日本最初の東京 RCが創 

立者の米山梅吉氏の功績を記念して創設した、米

山奨学制度に基づき、1953年から募金を開始した 

「米山基金」より始まりました。1967年には（財） 

ロータリー米山記念奨学会となり、1998 年 4月に

は基本金が 50 億円となり、2012 年 1 月に公益財

団法人として新たなスタートを切っております。 

 特徴としては、ロータリアンにより寄付される 

普通寄付金と、他に特別寄付金があり、これらの 

寄付金により約 1100 人の留学生に「世話クラブ」 

を通じて奨学金を支給しており、奨学生募集と選 

考、奨学生の世話などを主な業務としております。 

ただ奨学金（12 万円と 15 万円）を渡すだけで 

なく、奨学生１人１人にロータリアンがカウンセ 

ラーとして付き、奨学生の色々な相談相手となっ 

て支援するのが制度の特徴となっております。 

60年間に亘り、撒き続けた平和の種子は、様々 

    な形で花を咲かせ、世界各国で実りの時を迎えて 

    おります。次回の例会では、米山奨学生の張珣さ 

    んによるゲスト卓話となります。 

最後になりますが、明日より友好クラブである

「韓国・龍仁 RC」へ、10月 4日（木）開催の「40

周年記念式典」に出席するため、総勢 7名にて伺

い、賑やかにお祝いをして参りたいと思います。 

 

 

○社会・青少年奉仕委員会    大坪委員長 

     地区補助金事業としての 

    第１回目のセラピー犬活動 

    を実施致します。日程は、 

    10月 27日（土）午前中の 

    予定です。集合時間などは 

    決まり次第、連絡します。 

 

 

 

 場所は特別養護老人ホーム「縁 JOY（ｴﾝｼﾞｮｲ）」 

になります。協力団体のアニマルライフさんから 

は、セラピー犬 4頭を手配して頂きましたので、 

ご参加を宜しくお願い致します。 

 

＜脇ガバナーより、公式訪問お礼状＞ 

 拝啓、秋涼の候、貴クラブ益々ご隆昌のこと、 

お慶び申し上げます。 

 去る 9 月 11 日には貴クラブを公式訪問致しま 

した折には、早川会長、佐々木幹事を始め、会員 

の皆様より温かいご歓待を賜り、心より感謝申し 

あげます。 

 貴クラブでは、歴代会長・幹事を始め、会員の 

皆様がロータリーの目的を良くご理解され、その 

推進に情熱を傾けてこられたことに改めて敬意を 

表する次第であります。 

 会長・幹事、リーダーとの懇談、明るく楽しく 

活気にあふれた例会を始め、クラブの方々との国 

際ロータリーや地区の活動、特に地区運営で奉仕 

の実践と公共イメージと認知度の向上について、 

クラブフォーラムにおける皆さんとの意見交換は 

極めて熱心、活発なやりとりに終始し、奉仕への 

意欲に重ねて敬意を表する次第です。 

 本年度、バリー・ラシン RI会長は、RIテーマ 

“Be the Inspiration”－インスピレーションに 

なろう－を掲げられ「一番大切なのは、前向きな 

変化を生み出し、私たちが今日、直面する課題に 

勇気と希望、そして創造性を持って正面から立ち 

向かう意欲をクラブ、地域社会、そして組織全体 

から引き出すための≪インスピレーション≫とな 

る必要があります。」と話されています。 

一人ひとりが誰かのインスピレーションになり 

ましょう。すなわち、誰かの気持ちに動かすよう 

な存在になりましょうと呼び掛けておられます。 

会員一人一人が、そういう意欲をもって、クラブ 

の奉仕活動や運営に携わっていくことができたら 

きっとクラブの活性力になっていくと思います。 

 貴クラブにおかれましても、個々に自らを見つ 

め直して自らを高め、クラブ、地域、そして世界 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

のために、様々な意義ある活動や奉仕プロジェク 

トを実践して頂き、そして実践を通して、すばら 

しいクラブ作りをしていかれることを、期待して 

おります。↗ 

  

 

    

    ●伊藤 信吾君（相模原グリーンＲＣ） 

     本日は大勢で押しかけて、すみません。決して 

乗っ取るつもりではありません。事業の PRに 

まいりました。よろしくお願い致します。 

    ●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

     半分、中ＲＣの中村です。本日もよろしくお願 

     い申し上げます。 

●早川会長、佐々木幹事 

    ①本日、グリーンＲＣよりお越しの伊藤会長、中

村様、八木様、長谷川様、ようこそいらっしゃ

いまいた。 

②10月会員誕生日祝の大井会員、おめでとうござ

います！ 

③本日の卓話、山之内会員、宜しくお願いします。 

●大井 達会員 

①龍仁 RC40 周年式典に参加される皆様、気をつ 

けていってらっしゃいませ。ご一緒できず、申 

し訳ありません。 

②山之内会員、卓話宜しくお願いします。 

③誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●金沢 邦光会員 

相模原グリーンＲＣの皆様、ようこそいらっし 

ゃいました。奉仕活動、頑張って下さい。 

●竹田 繁会員 

①山之内会員の卓話、楽しみにしております。 

②グリーンＲＣの皆様、本日はご苦労様です。 

●藤原 利夫会員 

①本日、卓話の山之内会員よろしくお願いします。 

②会員誕生日祝の大井会員、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①山之内会員の卓話、楽しみにしています。 

②大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

 

 

 

貴クラブの益々のご発展と、会員並びにご家族 

皆様のご健勝を祈念して、公式訪問の御礼を申し 

あげます。 

 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①誕生日祝の大井会員、おめでとうございます。 

②卓話の山之内会員、宜しくお願いします。 

③台風被害で対応が大変です。 

④明日から韓国へ行ってきます。 

●㝡住 悦子会員 

①大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②山之内さん、卓話楽しみにしています。 

③グリーン RCさん、ようこそいらっしゃいませ。 

●瀬戸 裕昭会員 

①卓話の山之内会員ご苦労様です。楽しみです。 

②お祝の大井会員、おめでとうございます。 

③龍仁 RC記念式典に参加される皆様、気をつけ 

て行ってらっしゃいませ。 

●阿部 毅会員 

①相模原グリーン RCより奉仕プロジェクト PRの 

 皆様、素晴らしいプログラムご苦労様です。 

②卓話の山之内会員、宜しく。 

③大井会員、誕生日祝おめでとう！ 

④明日から 7名で、龍仁 RC40周年式典に行って 

 きます。 

●豊岡 淳会員 

①会員誕生日祝の大井会員、おめでとうございます。 

②卓話をお願いします山之内さん、勉強させて頂 

きます。 

●田後 隆二会員 

①山之内さん、卓話楽しみです。 

②韓国へ行かれる方はお気をつけて。無事、飛び 

ますように。 

●池之上 和哉会員 

①大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②山之内さん、本日の卓話宜しくお願いします。 

   



 

     

 

 

阿部国際奉仕委員長 

     明日から 2泊 3日の日程で、40周年式 

    典に 7名で出席してまいります。前回、 

    2年前に、韓国ソウルで国際大会が開催 

    された折には、飛行機のトラブルが発生 

    しまして大変でしたが、今回は無事に、 

    良い報告ができるよう願っております。 

    また、今回の訪問団長は㝡住姉妹クラブ 

    委員長となります。（概要にて） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

相模原グリーンＲＣ      八木 美佐男 

10 月 20・21 日に開催される「さがみはらフェ 
スタ」まで、あと少しですが、地区補助金事業に 
て行います。「障害者とともに歩む社会の実現に 
向けて“前！”へ」というタイトルで、市障害者 
地域作業所等協議会との主催で実施致します。 

     市内には 115 の福祉施設があり、大変悲しい事 
件もありましたので、ロータリーでも何か支援を

していきたいと考えました。 
     フェスタでは、地元の洋菓子店セラ・セゾンの 

レシピで、地元の大豆やゆず、ブルーベリーを使 
って、障害者と一緒に作る焼き菓子の試食会もあ 
り、皆さんに試食してアンケートに答えて頂き、 
今後の販売に向けて参考にしたいと思います。 
またワークショップでは、障害者と一緒にいろ 

いろな物を制作して、持ち帰ることができます。

障害者が描いたオリジナルテントや、作品も用 
意しますので、ぜひご覧頂ければと思います。↗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また商品の販売もして、障害者の工賃の手助け 

になればと思います。一歩でも前へという思いで、 
多くの皆様に来て頂きますようお願い致します。 

 

＜理事会報告＞ 

①北海道胆振東部地震 義援金依頼の件。 

 1 人５００円×３７名で、計１８，５００円を社会奉仕 

予算より支出承認。 

②１０月３０日（火）夜間例会の件。 

  １８：３０点鐘、「小田原屋」にて。会費は５，０００円 

  とする。 

③１２月 年末家族例会の件。 

１２月１８日（火）→１９日（水）に移動例会として、 

「ラポール千寿閣」を予約。詳細は後日、親睦活 

動委員会と打ち合わせ。 

④青少年交換学生ボトンド君の収支決算の件。 

  地区へ提出する収支決算書を承認。 

⑤１０月２７日高齢者施設でのセラピー犬活動の件。 

  社会福祉法人「縁ＪＯＹ」にて実施。 

  光明学園インターアクトにも参加を依頼予定。 

⑥第２０００回記念例会の件。 

  来年４月１６日（火）に、夜間例会にて実施する。 

  第５グループの各クラブに２～３名程度の参加を 

依頼予定。 

⑦韓国・龍仁ＲＣ 訪問経費追加の件。 

国際奉仕予算より、当初の３万円から５万円とする。 

（通訳及びお土産代など） 

⑧空飛ぶシューズプロジェクトの件。 

現在の在庫分のシューズについて寄贈先を検討。 

（フィリピン、タイなど） 

 



 
           

   

例会プログラム 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①９月北海道胆振東部地震へ義捐金の協力依頼 

     9月 9日に発生した地震は北海道全域に大きな 

被害をもたらしました。クラブからの寄付を地 

区でまとめて送りたく、ご協力をお願いします。

目安として 1人 500円程度、10月末締切。 

②７月西日本豪雨義援金 送金明細の件 

     各クラブからの義援金を有難うございました。

結果をお送り致します。（資料は回覧にて） 

③第５回インター・ローターアクト委員会開催の 

ご案内 

     下記にて開催致します。ご出席をお願いします。 

     日時：10 月 20 日（土）13:00～委員会 14:00

～ミーティング 場所：アイクロス湘南（辻堂

駅前） 登録締切：10月 15日 

④脇ガバナーより、公式訪問の礼状が届きました。

（回覧にて－３ページ掲載） 

 

例会プログラム 

１０月 ９日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

           米山奨学生 張 珣さん 

     １６日→１４日（日）移動例会・地区大会 

         １２：３０点鐘「茅ヶ崎市民文化会館 

       ２３日クラブフォーラム「新ホームページ 

          について」 公共イメージ委員会 

       ３０日移動例会・夜間例会 

          １８：３０点鐘「小田原屋」 

 

 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大井 達会員 

  １０月６日  

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 中村 勝彦会員 

ビジター  伊藤 信吾君（相グリーンＲＣ） 

      中村 昌治君（   〃   ） 

      八木美佐男君（   〃   ） 

      長谷川太一君（   〃   ） 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：川合 貞義、田所  毅、櫻内 康裕 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦、大槻  実 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 
３７名 ２８名 ３名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/18) 
２名 ９３．９４％ ９１．６７％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp

