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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区
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会　長　酒 井　芳 則

鯖江ロータリークラブ会長方針 

鯖江商工会議所３階中ホール
出席率66.6％

2018-19年度  国際ロータリーテーマ

インスピレーションに
なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary

和をもって貴しとする

４つのテスト

真実か どうか⓵

みんなに公平か⓶

好意と友情を深めるか⓷

みんなのためになるか どうか⓸

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　マイクロソフト創業者
と言えば、ビル・ゲイツ
さんですが、ブログに
「世界中で最も恐ろしい

生物」というタイトルでランキングを発表され
ています。最も恐ろしいという基準は何かと申

佐野　直美
　ソング副委員長

「それでこそ
　　ロータリー」

ロータリーソング
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会員
卓話卓話

テーマ テーマ
税理士法人武生中央会計

高 嶋　浩 之 様

「令和元年度税制改正について」

嶋田　博文　様

「福井のインフラの整備と保全」
国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

田村　康夫　会員

委　員　会　報　告
佐野直美　出席委員長
　本日の出席者数は、
28名で、出席率は71.7
％となっております。あ
りがとうございました。

「福井県政いわずもがな
　　知事選挙を振り返る」

しますと、「年間何人ひとを殺したか」を基準に
しています。このランキング第1位の生物につ
いてお話をさせていただきますが、その前に、
2位から4位もご紹介します。
　まず4位は何でしょうか？：犬です。
　日本とイギリスに於いては、狂犬病の予防
接種により無くなっていますが、世界各地に於
いては犬に噛まれることにより狂犬病ウイル
スが入り、狂犬病に罹り亡くなる方が非常に多
いそうですので、4位だそうです。狂犬病は100
％死に至る恐ろしい病気だそうで、年間2万5
千人が亡くなられているという事です。
　第3位は何だと思いますか？：ヘビです。
　日本ではマムシ・ハブ等の毒蛇に噛まれる
と死に至る人が居ますが、世界ではもっと強い
毒を持ったヘビが居まして、ウミヘビも合わせ
て年間5万人が蛇によって亡くなっています。
　第2位は何だと思いますか？：人間です。
　人間と人間の戦いで年間47万５千人の人
が、国と国、民族と民族等、戦争やテロによっ
て非常にたくさんの方が亡くなっています。
　第1位は何だと思いますか？：蚊です。
　日本にたくさん居りますけど、世界各地に蚊
が居ります。蚊によって死に至る「マラリヤ」等

蚊に刺されて感染する事によって死に至ると
いう事でございます。「蚊によって亡くなる事を
予防するのが1番大事ですよ」と訴えています。
3億人近くの人が感染して60万人が世界で亡
くなっているそうです。私たちの身近なところ
に蚊はたくさん居りますので、繁殖などしない
ようにしていきたいと思っています。東京には
死に至る病原菌を持っている蚊が生息してい
るそうですので、日本は安全だと思わず、蚊の
撲滅を目指してくださいということを、ビル・ゲ
イツさんがおっしゃっています。
　ちなみに、死亡率の高さで１位が結核２位
はエイズです。どちらも蚊は媒介しませんが、
蚊が危険な生物である事には変わりません。
という事も書いてあります。ありがとうございま
した。
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日本事務局からのお知らせ
2019年5月のレートは、1ドル＝112円です
（5月レート適用は、5月１日（水）以降に弊局口座へ着金対象）

にこにこＢＯＸ報告

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
堀江　邦旺　会員
橋本　政宣　会員
榊原　広輝　会員
吉田　俊博　会員
齋藤 多久馬   会員
窪田　健一　会員
大橋　良史　会員
佐野　直美　会員
岩尾　顕治　会員
梅田　吉臣　会員

テーマ

編集：会報・ホームページ委員会

税理士髙嶋様をお迎えして

本日よりクールビズ　嬉しいです　卓話を楽しみ

出席・結婚・誕生祝いを頂いて

結婚祝いをいただいて

誕生祝いをいただいて　卓話を楽しみに

卓話を楽しみに

〃

〃

〃

〃　今週貴重な体験をさせていただきました

来週、ロータリー親睦合唱祭郡山大会を、桑原さん、幸道さんと共に楽しんできます

早退します。

卓話者紹介　吉田俊博プログラム委員長
　5月に入り、残す所わずかになりました。何
やら寂しいやら嬉しいやら、複雑な心境でご
ざいます。本日の卓話者は、税理士法人武生
中央会計所長の高嶋浩之様です。

　高嶋さんは鯖江市石田町ご出身で、大学を出てから4年程東京
で勉強されて平成11年に税理士の登録をされまして、翌年に西山
町で「高嶋税理士事務所」を開かれ、平成27年に武生中央会計と
合併されました。そこで副所長をされています。経歴はたくさんあり
まして、北陸税理士会の常務理事をされ、TKC北陸会所長もされて、
大変忙しい方であります。今日は、今年の税制改革についての詳し
いお話が聞かれると思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

卓話者　税理士法人武生中央会計
　　　　高嶋　浩之　様
テーマ　「令和元年度税制改正について」
　令和元年度の税制改正の内容ですが、今
年は影響が大きい内容はあまりありません。
そこで、今回は今年度税制改正についても触

れますが、税制改正が成立するまでの過程と、いよいよ10月に迫っ
た消費税率の改正及び我が国初導入の消費税軽減税率制度につ
いて、お話ししたいと思います。
　税制改正は毎年行われ、国の予算と深い関係があります。減税を
実施すると当然収入も減少し予算も削減されます。また、予算との
兼ね合いだけでなく、政策実現の手段としての税制改正を行いま
す。最近の例では、法人税の減税や所得拡大税制など、その時々に
合わせた政策実現に向けての税制改正が行われます。実際の流れ
としては、前年夏頃に各省庁等から税制改正の要望があがり、税制
調査会で審議を実施したうえで、前年12月に与党の税制改正大綱
が公表されます。その大綱が閣議決定されたのち、税制改正のため
の法律案を作成して、２月に改正法案が通常国会で審議され、３月
末に成立、４月から新年度の予算とともに新しい税制が施行という
流れになります。
今年度の税制改正項目のうち、注目すべきものは住宅ローン控除

幹　事　報　告

牧野　友美　幹事
①各委員会の委員長、並びに次年度の各委員
会の委員長は、クラブ報告書に載せる委員会
報告をまだ出していらっしゃらない方は、早急
にお出しいただけますようお願いします。

尚、会員名簿を回覧いたしますので、ご自分の氏名・住所・役職・電話
・携帯番号等のご確認の上、訂正がある方は本日中に幹事の方にお
申しでください。
②次年度事業計画は、事務局の方に5月24日(金)締切りで出してくだ
さいとの、次年度幹事からのお知らせです。
③5月18日(土)午後３時から、武生商工会館に於いて、「福井県下ロ
ータリー現新会長幹事会」に行ってまいります。
④持ち回り理事会からの報告です。今年度のバーベキュー大会は中
止の承認がなされました。楽しみにされていた方には誠に申し訳あり
ませんが、中止とさせていただきます。

税理士法人武生中央会計　税理士

高 嶋　浩 之 様 「令和元年度税制改正について」

の見直し、個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税
猶予制度の創設などがあります。
　消費税は、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対して課税
されますが、今年の10月1日以降に行われた資産の譲渡、資産の貸
付け、役務の提供については10％となります。ただし、例外として経
過措置があります。主な経過措置には、旅客運賃等、工事の請負
等、通信販売等があります。
　消費税の軽減税率制度ですが、ポイントは軽減税率の対象品目
である「飲食料品」の範囲です。軽減税率の対象品目である「飲食料
品」とは、食品表示法に規定する「食品」を指します。一般的に飲食
料品とされるものであっても、酒類や医薬品・医薬部外品などは食
品表示法に規定する「食品」にはあたりません。栄養ドリンクは10％
ですが、栄養ドリンク風の清涼飲料水は8％です。また、「外食」や
「ケータリング」も対象外です。そば屋さんの店内でそばを食べると
10％ですが、出前だと8％です。ハンバーガー店も同様で、店内で
食べると10％、テイクアウトだと8％になり同じ商品でも税込み価
格が違ってきます。飲食料品を扱う事業者の方は軽減税率の導入
によってレジを変えなければならないなど大きな影響がありますが、
そうでない方には影響はあまりありません。し
かし、飲食を伴う経費の支払いについては、
10％と8％の経費に分けて経理処理しなけれ
ばなりませんので注意が必要です。
１．令和元年度税制改正項目
(1) 個人所得課税　住宅ローン控除の拡充
(2）資産課税　・個人事業者の事業承継税制の創設　・教育資金の
一括贈与非課税措置の見直し　・結婚・子育て資金の一括贈与非課
税措置の見直し
(3) 法人課税　・中小法人の軽減税率の延長　・中小企業経営強化
税制　・中小企業投資促進税制　・地方法人課税における偏在是正
措置(地方法人特別税の廃止と特別法人事業税の創設)
２．消費税率の改正と軽減税率制度の導入
(1) 税率の経過措置　・原則は、資産の譲渡・資産の貸付け、役務の
提供が10月1日以降は10％
(2) 軽減税率制度　・軽減税率の対象品目　・請求書等の記載事項


