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第 60巻第７号 通巻第 2805号 

第 2830回 例会 

2018年（平成 30年）9月 4日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2018～2019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 
国際ロータリー会長  バリー・ラシン 
第 2790地区ガバナー  橋 岡 久太郎 
第７グループ 

ガバナー補佐  髙 山 義 則 
東金ロータリークラブ会長 古 川 秀 夫 

〃      幹事 並 木 孝 治 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

お誕生日お祝い 

米山奨学金授与 

スピーチ 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

古川 秀夫 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

かくじゅう 

古川 秀夫 会長 

並木 孝治 幹事 

長尾 邦俊 会員 

アニス・コイルン・ニサさん 

アニス・コイルン・ニサさん 

親睦委員会 

管理運営委員会 

古川 秀夫 会長 
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会長挨拶 

 
古川 秀夫 会長 

皆さんこんにちは。昨日・一昨日と非常に残
暑どころか猛暑だったんですけれども、今日
は陽もちょっと隠れて、少し、普通の陽気に
なったのかなあ、そんな感じがしております。
今日は東金税務署長の小松様をお客様にお
呼びしております。今日はお話の方をよろし
くお願いいたします。 
私は時々本を読みますが、特に歴史が好き

です。つい最近読んだ本で、今日の小松署長
さんに関連があるのかな、という本は銭（ぜ
に）のお話でございました。銭のお話は税務
署長さんはじめ、われわれも非常に興味のあ
るところですが、「あく」は悪い「せん」は
銭のせんで、「悪銭苦闘の千四百年」という
タイトルでした。 
これを読んで、意外に思ったのですが、昔

は貿易に銭を輸入したり、輸出したりしたの
だそうです。最初に日本でお金というものが
使われたのは、中国の周の時代で、中国から
輸入されて、それが最初に博多の商人が使い、
近畿で使われてきたと。日本で有名なのは和
同開珎ですね。最初に日本で作られたお金と
言われていますけども、これが 708年だそう

です。実は、何にも書いていない硬貨が、和
同開珎が出る前に発行されているそうです。
それが日本で一番に作られたものだそうで
す。先ほど述べたように、お金は市中で使わ
れていたと。 
お金は、その昔は朝廷などのお役所が発行

しているのかと思ったら、そうではなくて、
一般に市中で作られていたと。それが市中で
使われたもの、政府って言うんでしょうか、
そこが追認したという事らしいです。 
こう見てみますと、お金とは、最初は物々

交換。それを今度は個人が約束手形じゃない
ですけどお金を作って、それを今度は価値と
して物と交換した。これが経済がどんどん発
展するにしたがって、お金の持ち歩きが大変
だという事でそれに代わるものを発行して、
それが金貨、銀貨、あるいは銅貨など、そう
いったものに進化してきて今日に至ってい
るのだそうです。 
今日は税務のお話でございますけども何

かその、税に関して歴史的なものから何かあ
れば、ひとつ後程お話しいただければと思い
ます。まとまりませんけれども、銭のお話で
ございました。 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

第 2829回 例会の記録 <8月 28日＞ 
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〇9月 4日理事会 
〇9月 11日 本クラブ創立記念例会  

18時点鐘  
〇9月 19日 第 7グループ情報研修会  
大網白里市柿餅の 
中部コミュニティセンターにて 

〇11月 9日 13時から  
山武の森文化ホールにて  
農事組合法人さんむ野菜ネットワーク 

30周年記念式典  
特別記念講演 小泉純一郎元総理大臣 
「日本の歩むべき道」 

 

卓話 

東金税務署長 小松孝 様 

 今日は、貴重な機会をいただきましたので、
「各税法の創設等」について少し話をさせて
いただきます。 
 所得税法は、明治 20年（1887年）に施行
されましたが、1799年にイギリスで創設さ
れたと言われています。相続税法は明治 38
年に、法人税法は明治 32年に第一種所得税
として導入された後、昭和 15年に税制大改
正が行われ、第一種所得税に代えて法人税と

して創設されるとともに、源泉徴収制度が導
入されました。 
 昭和 33年には相続税法の改正が、昭和 34
年には国税徴収法の全文改正、昭和 37年に
国税通則法の制定、そして昭和 40年に所得
税法と法人税法の全文改正が行われており、
現在の税法の原型が出来上がっております。 
 国税庁が発足したのは、昭和 24年 6月 1
日です。その発足式において、当時ＧＨＱの
総司令部経済科学局歳入課長であった「ハロ
ルド・モス」という人の挨拶の中で、「正直
者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」とい
う言葉を残され、これは国税庁における 1つ
のスローガンとなっています。この言葉こそ、
私達の組織の原点であり、国民の皆様から信
頼される税務行政を行っていくためには、
「指導・相談・調査（徴収）・広報」の 4本
柱を的確に実施しなければと考えておりま
す。 

 
 消費税法は、昭和 63年に創設（平成元年
の 4月 1日施行）されました。平成 31年 10
月 1日からは消費税率が８％から 10％にな
ると同時に、軽減税率制度が実施（導入？）
され、消費税率の区分が少々複雑となります。
例えば「柏餅の葉っぱは 10％で桜餅に使う
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葉っぱは 8％」とか、「栄養ドリンクでも、
容器に医薬品と表示されているものは 10％
で、清涼飲料水と表示されているものは 8％」
となります。 

 
 また、軽減税率制度は、多数の事業者の
方々にとって、商品管理や区分経理等のため
の準備が必要となり、、平成 35年 10月 1日
からは仕入税額控除の要件として、適格請求
書などの保存が義務付けられています（いわ
ゆる「インボイス方式」といわれる制度です）。 
 このような改正が行われることを踏まえ、
現在税務署では、事業者の皆様に制度の内容
を十分ご理解いただき、準備を円滑に進めて
いただけるよう、周知・広報等に取り組んで
いるところです。 
 
終わりに、私ども東金税務署としましては、
今後も納税者の皆様の視点に立って仕事を
行い、「適正公平な賦課及び徴収の実現」に
向けて努力してまいる所存です。 
 東金ロータリークラブの皆様には、引き続
きご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 月 28 日 
会員数 17 名    出席率 81.25％ 
コイン BOX    1,891 円  
ニコニコ BOX   7,000 円 

ニコニコボックス 

〇やっさ祭り清掃欠席 すみません 
           高山友二 会員 
〇ニューヨークに小さなショウスペース

ができました 
            菅原實 会員 

次週以降の例会予定 
9 月 
11 日 18 時点鐘 
 創立 59 年記念例会 
 新千葉カントリークラブ 
  あさぎりレストハウスにて 
18 日 祝日週休会 
19 日 14 時点鐘 
 ロータリー情報研修会 
  中部コミュニティセンター 
  （大網白里市柿餅 26-1） 
25 日 祝日週休会 
 
10 月 
2 日 11 時から理事会 
   12:30 点鐘 Ｇ補佐公式訪問 
9 日 祝日週休会 
18 日 ガバナー公式訪問・協議会 
28 日 9:30 点鐘 地区大会 
   ホテルニューオータニ幕張 
30 日 祝日週休会 


