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4つのテスト

●真実かどうか

第1730回例会

●みんなに公平か

平成31年4月22日

卓話
女性社員のやる気と本気を引き出すキーワード
株式会社ジュン・システムブレーン
代表取締役 吉村 純子 様
（堀会員ゲスト/地区卓話銀行講師）

ゲスト紹介
吹田税務署 署長
米山奨学生

●みんなのためになるかどうか

親睦活動委員会

中川

仁科委員

恵子 様

サンダリーディルシャーニ 様

幹事報告

榎原幹事

◇ロータリー財団より表彰ピンが届いておりますので
お渡しします。

今週の歌

PHF＋ 4

「我等の生業」

宮川会員

PHF＋ 1

橋本（芳）
会員

◇米山記念奨学会より委嘱状が届いておりますので、
今年度委員長・清水（大）会員、次年度・長屋会員に

前回内容

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

大藤会長

皆さん今晩は。本日は米山奨学生としてピタベッダ
ラ ヴィターナゲー, サンダリーディルシャーニ ヴィ
ターナゲーさんにお越しいただいております。
後ほど、清水委員長からご紹介及びご本人から一言
お話しを頂きますが、米山奨学生オリエンテーション
当日お会いした印象は、気立ての良い方で、笑顔が素
敵な方と感じました。当クラブの姉妹クラブであるス
リランカからの留学生ですが、姉妹クラブのコロンボ
セントラルRCのお話をさせていただいたところ、40
周年の訪問団とお会いするのが楽しみと笑顔で応対し
ていただきました。スリランカの事がもっと身近にな
れるように、色々なことをお聞きしようと思います。
皆さん、暖かく迎えましょう。
尚、お名前は、サンダリと言って下さいとの事です
のでサンダリさんとお声掛け致しましょう。
さて、先週金曜日は二輪会があり、15RCになって
の懇親会に参加してまいりました。先にお伝え致しま
すが、榎原幹事が二輪会会長幹事ゴルフコンペにて優
勝致しました。完全優勝でございます。クラブとして
誇らしく思いました。このコンペは第一回であり最初
の優勝者となられました。
二輪会ですが、懇親会では、皆さんざっくばらんな
お話で、15RCが塊となったような気がします。その
際、一言スピーチがありました。その中で、当クラブ
が四半世紀以上の長きにわたり100％出席率とホーム
出席率がほぼ90％以上であることと、出席免除の方の
出席率も常に80％以上であることの自慢を忘れずス
ピーチ致しました。鼻高々でした。

お渡しします。
◇本日例会後に理事会があります。

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

48名

出席会員数

客

2名

本日の出席率

宮川委員

38名
88.37％

● 4 月 1 日の出席率（メーキャップ含む）100％

米山記念奨学会委員会 清水（大）委員長
新しい米山奨学生のサンダリーディルシャーニさん
を紹介します。国籍はスリランカで大阪女学院大学に
在籍です。2019年 4 月から2021年 3 月迄の 2 年間、吹
田西RCの米山奨学生です。
奨学金授与の後、サンダリーディルシャーニさんよ
り、日本に来て 4 年目です。米山奨学生に選ばれた事
を嬉しく思い、今から 2 年間宜しくお願い致します。
とのご挨拶がありました。

母子の健康月間

第1731回

例会予告 令和元年5月13日

卓話
経済環境の見通し
三菱UFJモルガンスタンレーPB證券
本店ディレクターオブインベストメント
プライベートウェルスマネージャー
今井 一雄 様（木田会員ゲスト）

インスピレーションになろう
次年度幹事報告

堀次年度幹事

◇来週例会後に次年度理事会があります。
◇会員名簿原稿の締め切りは 4 月22日までになります
ので、宜しくお願いします。

ゴルフ同好会報告

橋本
（芳）
会員

第 3 回大藤会長杯ゴルフコンペのご案内として、 4 月
10日開催予定でしたが天候等を考慮し、令和元年 5 月
8日
（水）
に延期することになりました。再度の募集と
なりますが、奮ってのご参加よろしくお願い申し上げ
ます。尚、場所は同じ「有馬ロイヤルゴルフクラブ」
です。

ニコニコ箱

髙木副SAA

●阪本会員 21日
（日）吹田市議会・吹田市長選挙で
す。皆様、是非投票を。期日前投票もあります。
●毛利会員 橋本芳信会員、大変な迷惑をかけ申し訳
ありませんでした。
●石﨑会員 家内の誕生日祝のお礼。
●木田会員 中川署長をお迎えして。
●清水
（大）
会員 米山奨学生、サンダリさんを歓迎し
て！ 2 年間よろしくお願い致します。
●榎原会員 15RC、二輪会ゴルフコンペで優勝しま
した。
●清水
（良）
会員 誕生日のお祝い、ありがとうござい
ました。45歳になります。
●山下会員 誕生日のお祝い、ありがとうございまし
た。
●本田会員 結婚祝、お花ありがとうございます。
●杦本会員 先週の家族例会、お世話になりありがと
うございました。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

卓

30,000円
1,239,000円
6,000円

話

消費税軽減税率制度について
吹田税務署 署長

中川

恵子 様

1 ．改正の概要
・2019年10月 1 日に標準税率が現行の 8 ％から10％
となる。

・軽減税率制度実施により、食品を中心に一部の消
費税は軽減税率（ 8 ％）となる。
2 ．軽減税率制度実施後に必要な準備
①帳簿の区分経理・記載事項
消費税は、売上時に支払を受けた消費税から、仕
入時に支払った消費税の差を納税する。
・現行の仕入税額控除は「請求書等保存方式」
支払った消費税を記録した帳簿とその事実を証明
する請求書等の両方が必要
・10月 1 日からは「区分記載請求書等保存方式」
10％の消費税、 8 ％の消費税がこれと区分経理に
対応した帳簿と区分して記載された区分記載請求
書等の保存が必要
②請求書等の記載事項
売る側の立場としては、現行の請求書の記載事項
に税率ごとの区分を追加した請求書等（区分記載
請求書等）を売上先に交付
③レジの入替えやシステムの改修
価格表示の変更や領収書の変更となれば、レジの
導入・入替えや受発注システムの改修などが必要
となる場合がある
3 ．適格請求書等保存方式（2023年10月 1 日以降の制
度）
2023年10月 1 日以降に、仕入税額控除を受けるた
めには、区分記載請求書等の保存に代えて、「適
格請求書」が必要。適格請求書を発行できるのは
「適格請求書発行事業者」に限られる。
軽減税率制度対応のための準備としてレジ入替え
やシステム改修が必要だが、目の前の対応だけで
済ませてしまうと、 4 年後にまたレジ入替えやシ
ステム改修が必要になる。
今回、レジ入替えやシステム改修するなら、 4 年
後の適格請求書等保存方式に見合った形にしない
と 2 重に費用がかかる恐れがある。
4 ．軽減税率対策補助金
軽減税率制度の対応が必要となる中小企業・小規
模事業者等の方には複数税率対応レジの導入や受
発注システムの改修に、その経費の一部を補助す
る「軽減税率対策補助金制度」がある。
5 ．キャッシュレス・消費者還元事業
消費税率が引き上がる2019年10月 1 日から東京オ
リンピック・パラリンピック直前の2020年 6 月末
までの 9 カ月間に限り、中小・小規模事業者によ
るキャッシュレス決済手段を使った消費者へのポ
イント還元等を支援する事業。
6 ．税務署説明会
説明会を各税務署で開催中。吹田税務署では 5 月
14日（火）に午前午後 4 回開催。

