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点    鐘  会長  矢部 愼一 
ソ ン グ  手に手つないで 
会長挨拶  会長  矢部 愼一 
幹事報告  幹事  星野 実  
プログラム   
堤ガバナー補佐・高橋ガバナー
補佐幹事 訪問 
 

 
 
矢部会長 
会長になって 2 ヶ月間無事過ごせ
ました。皆様方のお陰です。 
星野幹事 
地区会員増強・維持拡大セミナーに
参加して来ましたので交通費をニ
コニコします。 
加藤洋三会員 
誕生日祝い有難う御座いました。 
 

 

 

                       矢部 愼一 会長 

 

まもなくあと1 ヶ月足らずで、消費税が10％に上がり

ます。 

今回の税率改正では新しく軽減税率が導入されます。外国

ではあたりまえの国もあるそうですが、この制度は生活に

必要な、特に食料品等は税率を変えず、8％のままにする

ことの様です。ただ持ち帰ることに限定されるのでその場

所で飲食する場合は、10％になる様です。 

 

それではここでその税率についての問題を出します。 

（令和元年10月以降）回転寿司店で提供した寿司を、お客様がパック詰めにして持ち帰った場

合は、消費税の軽減税率の適用対象になりますか？ 

 

軽減税率の対象になりません（10％） 

店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」になります

ので、その後、お客様がパック詰めにして持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」にはなら

ず、軽減税率の適用対象とはなりません。 

 なお、お客様が持ち帰り用として注文し、パック詰めにして販売するものは、「飲食料品の譲

渡」になり、軽減税率の対象となります。 

 

 

 

 

                

 

加藤 洋三 会員 Ｓ17（1942）9. 2 

                  

星野  実 会員 Ｓ26（1951）9. 24 

 

 

お誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 9月4日 8月21日 

会員数 29 29 

出 席 20 19 

欠 席 9 10 

ＭＵ 0 1 

免 除 0 0 

出席率 68.97 68.97 

 

会長挨拶 

http://www.oamirotary.com 
E-mail  rc@oamirotary.com 
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9月 誕生祝 

＜お詫びと訂正＞ 

 

バザー提供品〆切 ・ 値付 10/2（水）迄 

10/9（水）、10/16（水）が振替休会となる為、早めにご提供をお願い致します。 



 

 
 
＜確認事項＞ 

①合同ガバナー公式訪問について 

10月8日（火）開催 

会場：茂原中央RC例会場 （名札持参） 

制服着用 新ネクタイ（水色） 

送迎バス利用なし 各自現地集合 
 

＊セミナー会議及び今後の行事予定＊ 

①米山ＢＢＱ大会   

日時：2019年9月7日（土） 

12：30受付開始 13：00～ 

場所：千葉県立幕張海浜公園バーベキュ

ーガーデン 

参加費：ロータリアン5,000円 

参加者：佐藤廣子会員                   

②東金ロータリークラブ創立60周年記

念例会   

日時：2019 年 9 月 10 日（火）17：30

受付開始 18：00点鐘 

場所：エストーレホテル 東金  

登録費：1名あたり1万円（クラブ負担） 

出席者:矢部会長、星野幹事                                            

③ロータリー情報研修会   

ホスト：東金ビューRC 

日時：2019年9月24日（火） 

13：00登録開始 13：30点鐘 

場所：東金文化会館 

登録費：1クラブ 3,000円  

※各クラブから発表、パネルディスカッ

ション形式での討論、この際、会員及び

会員 1 名でチームを組み発表並びにパ

ネラーとなる。                                              

発表・パネルディスカッションテーマ 

 「ロータリーの明日を拓く」 

出席者：矢部会長、星野幹事、高野会長

エレクト、長谷川研修リーダー 

発表者：矢部会長、高野会長エレクト 

④奉仕プロジェクト推進セミナー   

日時：2019年9月28日（土） 

12：30登録開始 13：00点鐘 

場所：TKPガーデンシティ千葉 

登録費：3,000円  

出席者 

奉仕プロジェクト（委員長堀本会員） 

職業奉仕 

（職業奉仕リーダー清宮満巖会員） 

国際奉仕（国際奉仕リーダー髙山会員） 

青少年奉仕（委員長 斉藤幸男会員） 

⑤ 地区大会記念ゴルフ大会  不参加 

⑥米山研修旅行   

日時：10月27日（日）～28日（月） 

会費：クラブ負担   

参加者：佐藤廣子会員 

⑦第43回RYLA開催について 

日時：2020年2月15日（土）～16日（日）

1泊2日 

場所：岩井海岸甚五郎南房総市久枝582 

登録費：1名あたり15,000円  

クラブ負担 

参加者：斉藤幸男会員  

    

 

                          古山 豊 先生 

 
匠の美 宝庫が伝えた逸品 小西美術工藝社社長 デービット・アトキンソン 
 

静岡市の久能山東照宮に、徳川家康公がスペインの王様か

ら贈られた、歴史上大変貴重な西洋時計が保存されていま

す。16 世紀のヨーロッパ製の置き時計で、日本の宝であ

り、世界の宝でもあります。 

 時計は16世紀において、あまりにも高価で、王室でも

数台しか持てない、最先端技術の結晶でした。歴史的にも

極めて重要な意味を持っています。 

大航行時代、時計は最も重要な「武器」でしたので、ヨー

ロッパ各国がその技術に大変な投資をしました。 

 この時計は元々数が少なかったものの一つです。ただ、技術の初期段階なので、そんなに正

確ではなく、毎日巻かないといけません。歯車一個、ねじ一つが全部手作りです。 

ヨーロッパに残ったならば、後の時代に改良されたでしょう。また歯車が時を刻むうちに消耗

し、新品に替えられていったはずです。 

 この時計は数年だけ家康の公の手元にあったものの、没後は

神様となった家康公の遺品として久能山東照宮の宝庫に保管

されました。二度と使用されなかったのでほぼ 16 世紀のまま

です。ヨーロッパと違う文化の日本にあったおかげで、元のま

まの技術、その構造を確認できる唯一の1台であると、世界の

古時計の権威、大英博物館の時計コレクションのキュレーター

からお墨付きを得ました。 

 使われ、改良されるはずのものなのに、日本では神様の遺品

となりました。大事なものを倉で大切に保管する日本独特の文

化の結晶、文化の奇跡でもあります。その価値は計り知れませ

ん。日本の志の高さ、心の広さを示すべく、一日も早く国宝に

指定して頂きたいです。 

 
 
 

 
＜9月例会予定＞ 

①９月 １８日（水）→ 通常例会 堤ガバナー補佐・高橋ガバナー補佐監事 訪問  

②９月 ２５日（水）→ 通常例会 卓話者 大網白里市出前講座 企画政策課「総合計画について」 

 

＜10月例会予定＞ 

①１０月 ２日（水）→  通常例会 理事会 於大網RC事務所10：30 

        誕生祝 斉藤敏夫会員、関谷清一会員、板倉孝雄会員、清宮満巖会員、板倉達夫会員 

矢部愼一会員 

卓話者未定               

②１０月   ８日（火）→ 合同ガバナー公式訪問 ホスト：茂原中央RC 制服・新ネクタイ（水色）着用

③１０月   ９日（水）→ 合同ガバナー公式訪問 振替休会 

④１０月 １６日（水）→ 産業文化祭振替休会 

☆１０月 １９日（土）→ 大網白里市産業文化祭 9：30開会 ※雨天20日（日）順延 

        開催場所：大網白里市運動広場 

⑤１０月 ２３日（水）→ 通常例会  同行者 佐藤廣子地区役員 

        卓話 米山奨学生 楊
ヨウ

 浩
コウ

楠
ナン

 様（国際武道大学） 

世話クラブ 勝浦ロータリークラブ 

⑥１０月 ３０日（水）→ 夜間移動例会 会場未定  点鐘：18：30  会費：未定 

 

卓 話 
第 3 回理事会報告 

 

9月10月今後例会予定 


