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鈴木恭浩会長

2021.12. ９

晴

三つのお祝い写真

司会

長野会員

会長エレクト

中村会員

野田会員

ロータリーソング 「我等の生業」
◎本日の出席状況
出席：25 名（21 名）16 名

76.19％

欠席：大原・斉藤（守）・山本・斉藤（英）・平山（相澤・織戸・柴田・鯨井）各会員

会 長 挨 拶

鈴 木（ 恭 ） 会 長

本年の例会も残すところあと２回となりました。会長の任期ももうすぐ折り返しとなります。よく前半は
長く感じたけど後半は早かった…と他のパスト会長の方から言われていましたが、前回の会長の時も前半を
100 とすると 60 くらいの時間感覚でした。今日は年次総会で来年の人事等が決まります。それだけでも気
持ちが楽になるから短く感じるのかもしれません。どちらにしても今年も残り少なくなってきており、何も
しないまま過ぎ去っていく気持ちが大きいです。
さて現在税理士の間で、問題となっていて気持ちを暗くしていることが２点あります。一つ目は電子帳簿
保存法の改正です。これまでは元帳などの保存を電子データで行なっていても、領収書や請求書などは紙で
の保存で良かったのですが、来年からは電子的に発行されたものは電子データで保存をしなければならいこ
ととなります。つまり今までは Amazon で買い物をして、画面上の領収書を印刷して保管していたものを
電子データ、PDF などにしてファイル名を相手先・金額・日時など決められたものにして個別にファイル
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として保存をしなければならないとなります。電子的な取引や帳簿を強引にでも進めたい気持ちはわかりま
すが、現状で中途半端な電子化の中では、相当な事務の負担の増大になります。これは来年の１月から開始
の予定でしたが、２年の延長になって少し安心しているのですが、２年で対応できるかと思うと心配です。
もう一つが、再来年の 10 月開始の消費税のインボイス方式の導入です。これまでの領収書や請求書に必
ず自社の適格事業者番号という新しい番号を記載しなければならないこととなります。それがなければ消費
税的にはなんの役にも立たないこととなります。それだけでも大変ですが、これまでは免税事業者（近所の
おばあちゃんの駄菓子屋）でも領収書があれば良かったのですが、免税事業者の発行する領収書は消費税と
しては全く利用できないこととなります。これまで免税だった零細事業者に課税を強いるものです。また古
物商など一般の事業者でない人から仕入れをする事業者は一切消費税を控除できないことになります。また
仕事を依頼する時に事前にその事業者が適格事業者かどうかを確認してからでないと金額を決められない…
など全ての事業者に影響が出てくるものです。
平成元年に消費税が導入された時はインボイスは導入しないで帳簿方式で良いです、零細事業者は消費税
を納めなくても良いです、益税で儲かって良いです…と約束して導入したのですが、流石に 30 年以上経過
するとその約束も反故になるようです。問題は一般の事業者以外の人々には、直接なんの関係もないもので、
話題にもならずに誰も知らないうちに話が決まってしまうことでしょう。
10 万円の支給だとか補助金だとかの話に惑わされることなく、目先のニンジンに騙されないようにして、
将来も踏まえた税制をしていってもらいたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．新入会員の推薦について
本日臨時理事会にて、候補者の推薦を承認いたしました。よって全会員に公示致します。
ご異議のある方は７日以内に書面にてご連絡下さい。（クラブ細則第 12 条第１節及び第５節参照）
氏

なめかた

よしひろ

名：行方

良宏君

職業分類：証券業

勤務先：日産証券株式会社

北習志野支店長

推薦者：鈴木恭浩会員
住所：船橋市習志野台２－６－５

２．地区より RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）開催のご案内が届いております。
参加希望の方はご連絡下さい。締切は 2022 年１月 25 日です。
３．RI から 2021 年決議審議会「決定報告書」の送付がありました。回覧致しますのでご確認下さい。
４．ロータリー研修委員会よりご案内。2790 地区の公式ホームページ内、ロータリー研修委員会のサイトよ
り「連載コミック

ポールハリスとロータリー」が閲覧できるようになりましたのでご覧下さい。

５．ガバナー事務所年末年始休業のお知らせ。
2021 年 12 月 29 日（水）～

2022 年１月４日（火）迄となります。

◎各委員会報告
〇親睦委員会
忘年会と新年会の申し込み、締め切り日までに事務局へ出欠を出して下さい。
〇三つのお祝い
結婚記念日

長野会員

〇船橋市よりお知らせ
藤代会員
船橋市による PayPay 最大 20％分ポイント還元事業について
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本日の卓話

クラブ年次総会
昨年度決算報告
2022 ～ 2023 年度、役員・理事報告（SAA 選出）

クラブ細則
第１節

第５条

会合

年次総会

本クラブの年次総会は毎年 12 月第２例会に開催されるべきものとする。そしてこの年次総会において、
次年度の役員及び理事の選挙と、収入と支出を含む年間予算の執行状況を発表するため、昨年度の年次報
告を発表する。
以上により、関連序文に従い総会に入る
鈴木（恭）会長が議長となる。司会進行は三須幹事
・会計の岡田会員より、昨年度の収入と支出を含む会計報告が発表された。
・指名委員会より：鈴木（恭）会長・中村会長エレクト・遠田直前会長・三須幹事
次年度役員理事の名簿が配布され、提案は承認された。
2022 ～ 23 年度
役員

理事

会長

中村和一

大家浩明

副会長

藤代清七郎

大原俊弘

会長エレクト

三須榮光

草野宏隆

幹事

水庫直子

松本健

会計

岡田敏男

山口習明

直前会長

鈴木恭浩

山本宏子

SAA

鈴木隆男（※総会終了後 SAA が選出された）

・コロナで飲みに行かない生活が続き、最近は妻と旅行することが多くなりました。更に何でも話せるよう
になり頼りになる妻です。
・年次総会お疲れさまでした。次年度役員の皆様、よろしくお願いします。

長野

春信

鈴木

恭浩

・次年度中村会長・水庫幹事、ガンバって下さい。水庫さん２回目で大変です。岡田は会計を引き続きガン
バリます。

岡田

敏男
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・クラブ年次総会無事終了。次年度役員理事の皆様の活躍を祈念して。やっと理事会から解放されて…
・クラブ年次総会、無事終了。次年度中村会長、水庫幹事よろしくお願い申しあげます。

遠田

毅

山口

習明

・中村次年度会長、役員、理事の皆様、一年間宜しくお願い致します。楽しくロータリー活動を努めて下さ
い。

山﨑

新一

・中村次期会長、ご苦労様です。水庫次期幹事、再登板お疲れ様です。次年度の当クラブの舵取りを宜しく
お願いします。

大家

・クラブ創立 45 周年、おめでとうございます。皆様、記念誌への原稿をお忘れなく！！

浩明

藤代清七郎

・本日のクラブ年次総会で次年度の役員、理事が承認いただきました。次年度も宜しくお願い致します。
中村

和一

・今年も残り２回の例会となりました。コロナコロナの一年でしたがあっという間に年末でした。
草野

宏隆

・次年度中村会長、水庫幹事、一年間よろしくお願いします。

野田

真司

・次年度会長中村会員、次年度幹事水庫会員、１年間よろしくお願いします。

鈴木

隆男

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

12 月 の プ ロ グ ラ ム
12月16日（木） 米山奨学生卓話
23日（木） 忘年会（夜間移動例会）
30日（木） 年末休会
（定款第７条第１節による）

週報今週の担当

水

庫

12 月９日

16,000 円

累計

328,000 円
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