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第 1222回例会
気付いた点があれば、お早めにお知らせください。

4／14 の相模原かめりあ RC チャーターナイトには、 角尾会員／地区に確認したところ、グローバル会員と
小沢元 RI 理事をはじめ、約 270 名が参加し盛大に行わ 言う制度があるそうです。会員ではなく会費も発生し
れました。会員全員揃いの和服姿で、とても柔らかい

ないが、ロータリー活動にボランティアとして参加で

雰囲気でした。また昨日は、相模原中 RC の 2000 回例 きます。これは、地域の方に活動を知り参加をしても
会に出席してきました。1997－98 年度分区代理だった らう事、入会に繋げる事が目的に含まれています。RI
川井さんの皆出席と、ここ数年会員増強も上手くいっ

理事資料にその説明があり、頂けることになりました。

て活気があり、見習うべき部分が多いと感じました。

若田さん、平田さん、小関さん、熊丸さん等にお声掛

最後に哀しいお知らせがあります。松本会員の奥様が 4 け出来ればと思いますので理事会でご検討ください。
／9 にお亡くなりになりました。直接電話があり、家族 米山奨学生のオリエンテーションがありました。女子
葬で行うので、皆さんに心配を掛けないよう、後で知

美術大学には 3 名の奨学生がおり、世話クラブ･
カウン

らせて欲しとのことでしたので、クラブを代表して参

セラーを含め親睦会を企画しようと思っています。そ

列してきました。1 年前まで韓国やハワイ旅行を楽しん の際は、皆さんも是非ご参加下さい。
でいたそうで、斎場には思い出のビデオが流れ、奥様
の笑顔に心が痛みました。少し時間をおいて、偲ぶ会
が出来ればと思っています。

齋藤美希子会員（税理士事務所所長）
皆さん報道等で既にご存知とは思いま
すが、10／1 から消費税増税に伴い軽減

・青少年交換オリエンテーションの案内
5／11（土）15：00 第一相澤ビル

税率がスタートします。大変分かり易く
出欠：5／7

・国際大会地区ナイトの案内 会費：10,000 円／1 人

書いてあり資料がありますので、これに沿ってお話し
ます。軽減税率（8％）は飲食料品、新聞が対象になり、

6／2（日）18：30 申込･送金〆切：5／15（水） 標準税率（10％）は外食･酒類･
医薬品･
水道水が対象に
・米山奨学生世話依頼について
廖郁寧（女子美術大学・修士課程／台湾）

なります。水道水が何故？と思われるかも知れません
が、食事･飲用他トイレ･風呂等にも使い、混然一体と

・相模原 RC 例会所変更について 7 月より「敦煌」

なって明確に区分できないからです。医薬品も薬やド

・タウンニュース改元特別号名刺広告の案内

リンク剤は 10％、特定保健用食品･栄養ドリンク風清

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 涼飲料水は 8％です。外食ですが、テイクアウト･
出前･

4／22（月）相模原柴胡※

宅配･土産は 8％、店内飲食･フードコート･ケータリン

4／29（月）相模原東※

相模原柴胡※

グ･出張料理は 10％です。屋台でも、卓･椅子等の有無

4／30（火）相模原南※

相模原中※

で異なります。酒類は、酒税法に規定するアルコール

週報受領
その他来信

相模原南
ハイライトよねやま 229 号

分 1 度未満（みりん風調味料･甘酒･酒類を原料とした
菓子･ノンアルコール飲料）は 8％、1 度以上（みりん･
料理酒も）は 10％です。一体資産（玩具付菓子･景品

布野幹事／ひばりの夢コンサートのパンフレット（修 付食品等）は要件次第で異なります。食品と食品以外
正版）が出来ました。問題無ければこれで印刷します。 が一体となっている事、資産に係る価値のみが提示さ
補助金の正式決定（4／26）を待って配布します。

れている事、対価額（税抜）が 1 万円以下である事、

食品の価値の占める割合が 2／3 以上である事の 4 要

10／1 から 2023 年 9／30 までは「区分記載請求書等

件を満たせば対象となります。ペットフードは人用で

保存方式」2023 年 10／1 からは「適格請求書等保存方

はないので 10％、食品購入時に付く保冷材は対価を取 式（インボス制度）
」が実施されます。区分記載請求書
る場合は 10％、飲食料品の送料は、送料込みなら 8％、 では、10％対象商品と 8％対象商品を区別し、税率ご
送料別なら送料に関しては 10％になります。飲食料品 とに合計した対価の額が記載されます。インボス制度
の輸入･販売は 8％ですが、レストラン等で提供すると 導入後は、原則、課税事業者の仕入税額控除には、適
10％です。テイクアウトか否かの判断は、支払い時の 格請求書が必要となり、登録番号の申請や適格請求書
意思確認で判断します。仮にテイクアウトと言って支

の準備が必要です。適格請求書等は、課税事業者のみ

払い後、そこで飲食してもそのままです。店側は、持

発行できるため、免税事業者（現在、売上 1 千万円以

ち帰り用容器のコストが掛かるので、店内飲食と持ち

下の事業者は消費税を納めなくて良いという中小企業

帰りを同じ価格に設定できます。出前･宅配も人件費や の特例）は課税事業者から取引を避けられる可能性が
燃料代のコストが掛かるので、同じ価格に設定できま

あり、将来的に課税事業者になる選択を迫られる可能

す。単純に考えて 1.25 倍になりますから、納税の際に 性があります。標準税率と軽減税率が混在する事業者
困らぬよう、この冊子には資金繰りを上手にしましょ

は、証拠として残す工夫をしなければなりません。簡

うと書いてあります。ホテル客室に備え付け冷蔵庫内

易課税制度によって、売上額が少ない事業者は益税を

の飲料は 8％ですが、ルームサービスでの提供は 10％ 得る場合がありますから、国としては免税事業者を無
です。酒類と総菜をセット販売しても、一体資産には

くし、全て課税事業者にしたいのだと思います。消費

なりません。新聞は定期購読に限り対象で、コンビニ

税率等に関する経過措置として、契約や予約の時期や

での販売、電子版は対象にはなりません。外食（10％） 内容によって旧税率が適用される場合もあります。契
か、テイクアウト（8％）かの判断について事例で紹介 約の種類毎に適用される経過措置が異なりますので、
します。①椅子･テーブル無し、店内飲食禁止（8％） 確認が必要です。2019 年 10 月からポイント還元が始
②客が店内飲食するという意思確認（10％）③飲食店 まりますが、2020 年 6 月までの 9 か月間のみです。ク
内で缶･ペットボトル飲料の提供（10％）➃ 飲食店内 レジット決済をすると、2％ないし 5％のポイントが客
で食べ残しを持ち帰る（10％）⑤折り詰めを用意して に還元されます。クレジット会社は殆ど登録済みで、
持ち帰る（10％）⑥食事中、テイクアウトを追加注文 Suica･PayPay･Nanaco も OK です。Suica 以外の交通系
（8％）⑦出前・宅配（8％）➇ケータリング･出張料理 IC カードは検討中です。消費者がポイント還元される
（10％）⑨コンビニ等イートイン利用（10％）等です。 のは、中小小規模事業者の店で購入すれば 5％、フラ
張り紙等で税率の違いを明確にし、会計時にイートイ

ンチャイズチェーンに属する中小小規模事業者（コン

ン利用は申出を促すなど、営業実態に応じた方法も認

ビニ等）は 2％、大規模店はクレジット決済してもポ

められています。具体例として、①イートインはレジ

イント還元は無しです。キャッシュレス決済の導入費

袋に入れず、トレイや食器（色を変える等）に乗せる。 用は、2／3 を国が、1／3 をクレジット会社が負担し
②イートイン商品と持ち帰り商品の内容（増量、セッ

ますので、中小小規模事業者の負担はありません。ク

トメニュー等）を変える。③ 店頭に「イートインご利 レジット決済の手数料も、現行 5～6％を 3.25%以下に
用の申し出があったお客様のみご利用いただけます」

するよう国が要望しています。早めの準備と、レジ導

等と明記することで区別化します。購入時に、店内飲

入には補助金制度もありますのでご検討下さい。

食の意思が確認されれば軽減税率の対象外です。セッ
ト商品の 1 個だけ店内で食べ、残りを持ち帰る場合も、
店内飲食が前提となり対象外です。軽減税率導入後は、
2 つの消費税率を把握するため、請求書等の記載事項

出 席 報 告

の追加が必要になります。2019 年

今後の予定
5／1（水）取り止め
5／8（水）卓話【青少年奉仕月間に因んで】清水 AG
5／15（水）→19（火）｢車ソムリエ｣
相模湖
5／22（水）クラブ協議会【ひばりの夢コンサート】

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

16 名

2名

10 名

4名

0名

7名

71.43 ％

修正出席率
4／3 78.57

％

