
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 月 RI 月間テーマ「経済と地域社会の発展月間」 
11:00～  10月理事会 
12:00～ 昼 食 
第 3111 回例会【月初め】 2018 年 10 月 2 日 

 
 

                                                                    
 
◆10月 RIレート  １㌦＝112円    RI日本事務局様 
◆第 61回人権擁護大会シンポジウム 

日本弁護士連合会事務総長 菰田 優様 
◆10/27(土)～28日(日)2018-19年東北多地区合同青少年

交換オータムキャンプ IBSinMIHARU開催のご案内 
RI第 2530地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 平井義郎様 

◆10/31(水)平成 30年度ｲﾝﾃﾘｱﾘﾓｺﾝ設置岩手県暴力団追放県
民大会・暴力団追放胆江地区民大会開催について(ご案内) 

花巻市防犯協会会長 花巻市長 上田東一様 
 
 
 
年間プログラムに入っておりませんでしたが、本日の例会と 
9日の例会を交換しております。ご了承ください 

 
10/4(木)～10(水) ホットスプリングス市訪問 

花巻 RC・HSVRC姉妹ｸﾗﾌﾞ締結 5周年/市締結 25周年 

参加者(敬称略)８名：三田会長・阿部幹事・鹿討ｴﾚｸﾄ 

高橋豊・佐々木史昭・立花徳久・高橋典克・吉田和洋 

10/9(火)臨時休会 三田会長他 8 名ホット市訪問中 
10/16(火)3112回 ホットスプリングス市訪問報告 
10/23(火)3113回 月間テーマ 担当：社会奉仕委員会 
10/30(火)3114回 会員卓話 担当：菊池倫実君 
 
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 

 

 
■   

■会長の時間  三田 望 君 
□概要 
 先週の高橋寛先生のお話しを聞くことができました。昨
年の市民憲章の表彰を「世界への目を開こう」という項目
をさせていただいております。10 年間に渡り地元を巻き
込み、地道な国際貢献活動をしておられる特筆すべき方か
と思います。 
 さて、最近私は陶芸を習っております。粘土を渡され 
ましたら、こねたくなってそれから続けております。何を
つくるかと考えたところ、最初は盃にしました。つぎに孫
を連れて行ったところ、孫は徳利をつくり、なんと内底に
「じいじいありがとう！」と書いておりました。できあが
って中が見えなくても気持ちがこもっているプレゼント
でした。孫の思いに嬉しい時間でした。 
 昨日はどうしても作りたかった縄文土器の火炎土器に
挑戦しました。4時間かかり、なんとか小型のものを作り
ました。焼きあがってくるのを楽しみにしています。 
 
      
    
ホテル花城        

『鶏肉のオーブン焼き 

 ｵﾆｵﾝとﾚﾓﾝのソース』 

 
 

 
                                                                            
 さて、何にしようと思いましたが、丁度消費税が改正
されますので、一応仕事が税理士ですので、税金につい
てのお話しを、資料に沿ってお話ししたいと思います。 
 
 ★今後の消費税の改正 
 ◆平成 31年 10月 1日から 
 ・消費税率 8％➡10％ 
 ・軽減税率の導入  
   標準税率 10％ 
   軽減税率  8% 
 
 ◆平成 35年 10月 1日から 
 ・的確請求等保存方式(インボイス制度) 
※インボイス制度は、軽減税率免税事業者等に係る改正 
 
 ◆消費税変更における経過措置 
・平成 31年 4月 1日 

 ★軽減税率の対象 
 ①飲料食品の譲渡・・範囲(酒類/外食) 包装材料 
 飲食料品の範囲や外食サービスの線引き、飲食料品と
飲食料品以外が一体となって販売される場合の取扱い等、
適用範囲は次の通り。消費税は転嫁を予定する間接税で
すから、価格決定の段階で正確に判断する必要あり。 
 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆会員卓話『消費税について』   伊藤誠一郎君 

  

 

 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 
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会長：三田 望 幹事：阿部一郎

会長エレクト：鹿討康弘
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◆3106 回 例会の概要 

 

□12：30開会点鐘            三田会長 
□国歌斉唱 
□ロータリーソング斉唱 
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから 

一.真実かどうか 
一.みんなに公平か 
一.好意と友情を深めるか 
一.みんなのためになるかどうか 

□ゲスト・ビジター紹介        幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 
□会長の時間                三田会長 
□慶 祝・・・ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ 
□『慶祝者スピーチ』他 
□理事会報告             幹 事 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

□13：30閉会点鐘            三田会長 
 
※米山奨学生奨学金贈呈およびスピーチは、コウ・シヘイ
さんの都合により改めて設営いたします。  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②新聞の譲渡・・定期購読契約による新聞の譲渡 
 ・軽減税率対象・・週 2回以上発行する新聞 
③飲料食品の輸入 
 ・輸入した食品の販売は軽減税率 

  ・飼料として輸入した場合は標準税率 
など、売る側にとって煩雑なしくみとなりますので、対
象となる会社は注意が必要です。 
 
 
 
お話ししたいポイントがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私の家族・・父は 52歳です。サッカーマスターです 
 母は 40歳です。両親はハンドボールをしていました。 
お姉さんは 22才大学生です。弟は⒔歳(中 2)と 4歳で
す。私の父は 9人、母は 8人の兄弟がいるので、沢山
のおじさん・おばさん・いとこがいます。 
私の祖国フランスは共和国であり自由・平等・友愛の国
です。人口は日本の人口の半分です。でも面積は 2倍。
通過はユーロ。大統領はマクロンさん。ユーロ内の移
動はパスポート不要なので、ベルギー・ドイツ・オラ
ンダ・イタリア・スペインに行きました。有名なもの
は、エッフェル塔・ノートルダム寺院等々。チーズ・
ワイン。デザイナーズブランドも沢山あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
私の趣味特にスポーツを愛しています。水泳 7年、陸上

8年しました。そして 8年前にレスリングに出会いま
した。3年前私はフランスのチャンピオンでした。で
も去年と今年はファイナルで負けてしまいました。勉
強に専念したいために練習が少なくなったからです。 

 私の高校は 1536年設立で、有名な方を多数輩出して
いるセンター校です。沢山の楽しい時間を友人と過ご
しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリーに申し込んだのは、1つは日本語を学びたか
った。フランス語と日本語は全然違い難しいです。特
に同じ言葉でも意味が違います。漢字も。2つは日本
で文化の違い等いろんな経験をしたかった。日本食・
アニメ・ドラマ・文化です。そしてレスリング。日本
はとても強い。練習を一緒にしたいです。音楽も大好
きです。日本と韓国の音楽を聴きます。 

日本のいろんな場所へ行ったり、いろんな経験を沢山し
たいと思っています。 
 
 
 

33人中 18人出席  出席率  64.2％ 
    前回修正 75.0％ 

 
        

 
 

 
  
 
＜三田 望君＞ﾋﾟﾝﾁﾋｯﾀｰ誠一郎君ありがとうございました。
引き出しを沢山持っていて羨ましいです。 
＜鹿討康弘君＞盛岡で最低賃金審議会出席の為早退です。 
＜阿部一郎君＞誠一郎君卓話ありがとうございました。時々
顔を出してもらえて、お話しを聞くことができ嬉しく思い
ます。セレナさんフランスの紹介ありがとうございました。 

＜藤原喜子君＞下町先生、先日の「はっぴいまねじめんと」
セミナーとても良かったです。幸せとは何ぞや？を改めて
考えさせられました。ますは半径 1 ﾒｰﾄﾙ以内の方が幸せに
なるように頑張ります。 

＜吉田和洋君＞誠一郎君急なオファーにもかかわらず大人
の対応ありがとうございました。 

＜佐々木史昭君＞昨日セレナを初東北新幹線に乗せてプロ
野球、楽天ホームゲーム観戦しました。花東 vs盛附決勝
等同様延長戦で盛り上がりました。 

  今日のセレナのフランスについてのプレゼン、動画もあ
って個性が出ていてとても良かったと思います 

 
ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 

 

《会員誕生》谷村繁(4) 
《年バッジ》下坂和臣(47)/伊藤誠一郎(16)/吉田和洋(10)

鹿討康弘(6) 
《夫人誕生》伊藤和子(隆規)/高橋美加子(典克) 

谷村とし子(仁)/稲田久美(典之) 
笹木修子(賢治)/藤田十志子(勝敏) 

《結婚記念日》上田穣/昌子・小原紀彰/洋子 

結婚記念は記念日当日にケーキお届けします。 
             
               

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

 

◆出席報告 出席委員会 

 

メーキャップ 

9/14（金）花巻商工会議所会員親睦ゴルフ  

高橋 豊君・藤原喜子君 

編集制作 
【クラブ会報委員会】 

委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

   AD橋川秀治・鹿討康弘 

 

 

◆10 月 慶 祝 おめでとうございます！(敬称略)            

 

◆私の母国『フランス』   セレナ・ラムダ二さん 

  

 

 

 

 

  

 
 

 


