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本日の出席率６３.４１％：会員数４４名・出席２３名・欠席１５名・出席規定免除会員（６）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.６７％：出席３４名・メークアップ３名・出席規定免除会員５名

　皆さんこんにちは。 ３月になり少

しずつ暖かくなってくる季節になり

ました。

　さて先週２月２７日 （土）、 島瀬公

園で創立２５周年記念事業の最後

の事業、 「長崎県立佐世保特別

支援学校の太鼓 ・ ダンス発表会」

が西海黒潮太鼓、 卸団地太鼓練成会の皆様の共演で行われ

ました。 糸瀬 新社会奉仕委員長をはじめ社会奉仕委員会の皆

様お疲れでした。 また参加された当クラブの会員の皆様、 有難

うございました。

　先週、 長崎県の今年の重大ニュースだろうと思われる、 十八

銀行がＦＦＧグループに入ると報道され、 宮﨑祐輔会員の親和

銀行と合併すると発表されました。 今後、 運営システム、 支店

の統廃合を含め社名、 本店の所在地等、 様々な事がなされて

いくと思います。 いずれにせよ長崎県の経済に大きな影響があ

るかと思います。 人口問題は長崎県のみならず九州の各県、

首都、 東京も例外ではありません。

　昨年、 日本創成会議の提言で２０２５年は後期高齢者が２０１５

年に比べ５３３万人増え２１７９万人になるといわれています。 特

に首都圏 （東京、 千葉、 埼玉、 神奈川） では急速に高齢化し

後期高齢者は１０年間で１７５万人増えると予測されています。

介護施設定員一人あたり整備費は東京都は２１６０万円で秋田県

の９３０万円の２倍以上になるという試算もあり、 高コストが財政負

担に跳ね返ってくる事となるとも言われてます。 危機回避戦略で

は、 東京圏で増加する高齢者をいかに地方に移住させることが

重要だと提言されています。

１．例会変更
　　 ありません。

２．来　　信
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糸瀬 新社会奉仕委員長
　先日２月２７日 （土） に行いました創立２５周年記念事業、 「長

崎県立佐世保特別支援学校太鼓 ・ ダンス発表会」 に多数の

皆様の応援ありがとうございました。 お陰様で大変盛り上がっ

た発表会になりました。

・ガバナー事務所
　２０１６学年度米山奨学生カウンセラー・奨学生オリエンテー  

　ションのご案内

　日時　４月３日 （日） １３：００～

　場所　東彼杵総合会館

・古賀 良一ガバナー補佐
　下半期ガバナー補佐訪問日程のお知らせ

・２０１５~２０１６年度地区大会事務局
　事務局閉鎖のお知らせ　 

   ・長崎北ロータリークラブ
　２０１６～１７年度地区研修 ・ 協議会のご案内と交通手段に

　関してのお願い

　日時　４月２４日 （日） １３：３０～

　場所　ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル

・長崎ロータリークラブ
　第３７回ＲＹＬＡ開催のご案内

　日時　５月２１日 （土） ～２２日 （日）

　場所　日吉青年の家 （長崎市飯香浦町）　

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　第４４回佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会の

　ご案内並びに開催要領　

　日時　４月１７日 （日）　１０： ４４　アウト ・ イン同時スタート

　場所　佐世保カントリー倶楽部　石盛岳コース

・海上自衛隊佐世保地方総監部
　艦上レセプション開催のご案内

　日時　３月２９日 （火） １８：００～１９：００

　場所　海上自衛隊干尽地区 倉島岸壁　かしま艦上

・（公財）九州盲導犬協会
　会報 「ハーネス九州」 ６８号の送付

・（株）オクトン
　２０１６年度カタログの送付
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ＳＡＡ：本田実君

次回例会／３月１０日１８：３０～

次回献立 /黒豚グリルジンジャーソース、スープ

■ 会員卓話 ■

香月 章彦職業奉仕委員長
消費税法改正について
　平成２９年４月１日より、 消費税の税率

が８％から１０％へと引き上げられます。

それに伴い、 低所得者に配慮する観点

から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週

２回以上発行される新聞の定期購読料」 を対象に消費税の軽

減税率制度が導入されます。 軽減税率対象品目の税率は８％

となります。

　

　「酒類 ・ 外食を除く飲食料品」 といっても複雑で、 「持帰りの

ための容器に入れ、 又は包装を施して行う飲食料品」 の販売

は軽減税率対象ですが、 「有料老人ホーム等で行う飲食料品

の提供」 を除く 「ケータリング」 や 「出張料理等」 は対象外と

なります。 また、いわゆる「おまけ付きの菓子」などの「一体商品」

は、 商品価格が１万円以下かつ価格に占める飲食料品の割合

が３分の２超ならば軽減税率の適用となるようです。

飲食料品を取り扱う事業者は、 商品の販売管理がより大変に

前田 眞澄中央会幹事
　市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会の案内がきております。

４月１７日 （日） 佐世保カントリー倶楽部で開催されます。 皆様、 ご

参加の程、 よろしくお願いします。

平岩 義明君
　父の葬儀に際しまして、ご多用中にもかかわらず、会員の方々

にご会葬いただきまして、 誠にありがとうございました。 些少で

はございますが、 会葬のお礼といたしまして、 友愛基金に寄

付させていただきます。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様、 こんにちは。 先週の創立２５周年記念事業最後の社

会奉仕委員会の 「長崎県立佐世保特別支援学校太鼓 ・ ダ

ンス発表会」 にはたくさんの会員の皆様、 又、 多くの観客の

皆さんに来て頂きまして、 大変ありがとうございました。 当日

は雨の予報で心配しておりましたが、 思いが通じ晴天の中、

無事終了致しました。

本日は香月 章彦職業奉仕委員長の卓話です。 よろしくお願

いします。

本日の合計　　　　    　4,000 円

本年度の累計　　　  627,000 円

なります。

軽減税率導入に伴い、 請求書等書式にも変更が必要になりま

す。

①区分記載請求書等保存方式

平成２９年４月から平成３３年３月迄

の間、 売り手が発行する請求書等

の記載事項に、 現行の記載すべき

事項に加えて 『軽減税率の対象品

目である旨』 『税率ごとに区分して

合計した対価の額 （税込み）』 を記

載する必要があります。

買い手は、区分記載請求書等の『保

存』 と 『会計帳簿への記載』 が仕

入税額控除の要件となります。

②適格請求書等保存方式

平成３３年４月から、 売り手が発行

する区分記載請求書等の記載事項

に加えて、 適格請求書発行事業者

として登録を受けた課税事業者の

『登録番号』 『税抜価額又は税込価

額を税率ごとに区分して合計した金

額及び適用税率軽減税率』 『税率

ごとに区分して合計した消費税額』

を記載する必要があります。

買い手は、適格請求書等の 『保存』

と 『会計帳簿への記載』 が仕入税額控除の要件となります。

　現在は、 『請求書等』 保存と 『会計帳簿への記載』 が仕入

税額控除の要件となっています。 また、 免税事業者からの課

税仕入についても仕入税額控除が可能ですが、 経過期間が

過ぎると免税事業者は 『適格請求書』 の発行事業者ではあり

ませんので、 免税事業者からの課税仕入についての仕入税額

控除はできなくなってしまいます。

　今回の改正は、 低所得者対策を謳っていますが、 事業者に

対して事務負担と設備負担を強い、 また零細事業者である免

税事業者の死活問題にも繋がりかねないことを申し添えます。
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