
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２０２２年１０月２１日（金）２５３０回（１０月第３例会） 

 

本日のプログラム 

 

司会 会場委員会 

・点鐘 会長 加藤 宗生君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌 「まっかな秋」 

・ビジター紹介     会長 加藤 宗生君 

 名古屋城北ロータリークラブ 早瀬 久雄君 

・食事・歓談  

・委員会報告  

・祝福  

・卓話 早瀬 久雄君 

・幹事報告       幹事 下田 育雄君 

・点鐘         会長 加藤 宗生君 

  

 

今月の歌 

 「まっかな秋」 
真っ赤だな 真っ赤だな 
つたの葉っぱが真っ赤だな 
もみじの葉っぱも真っ赤だな 
沈む夕日に照らされて  
真っ赤なほっぺたの君と僕 
真っ赤な秋に囲まれている 

 

 

 4 日 野間 峰彦君 

10 日 下田 育雄君 

 

10 日 水谷 高広君      25 日 大西 信之君 

16 日 友松 英樹君      25 日 菱川 一馬君 

 
会員誕生日 
１１日   大原 泰昭君 
１３日  廣田  誠君 

１７日  小川 茂徳君 

２０日  友松 英樹君 

２２日  加藤 昭博君 

２３日  菱川 一馬君 

 

 

 
今月の祝福 

 

会員誕生日 

   10 日 下田 育雄君 

 

結婚記念日 

4 日 野間 峰彦君   18 日 伊藤 正之君 

9 日 松尾 隆徳君    18 日  社本  太郎君 

10 日 水谷 高広君      25 日 大西 信之君 

16 日 友松 英樹君      25 日 菱川 一馬君 

 

夫人誕生日 

6 日 清水  勲君・政子さん 

16 日 梅村  守君・亜希子さん 

23 日 日比 雄将君・有美さん 

30 日 加藤 宗生君・典子さん 

 

アテンダンス表彰 

1 ヶ年 廣田 誠君 

 

 

【和食ランチ形式】  

前菜：モロヘイヤ浸し 明太玉子 石垣豆腐 

海老芝煮 枝豆 

揚物：豚バラ肉薄焼きトンカツ  

オーロラソース 

食事：ご飯 健康赤だし 香の物 

デザート：マロンプリン 渋栗 

 

 

 

例
会
予
定 

10 月 28 日（金） 11 月 4 日（金） 11 月 11 日（金） 11 月 18 日（金） 

ガバナー公式訪問 ホテルプラザ勝川 休会 第５回理事会 11：15～ 例会 12：30～ 

11：30～会長幹事懇談会  例会 12：30～ 卓話 アルティメット元日本代表 

例会 12：30～  卓話 米山奨学生  劉 履壮様    平井 絵理様 
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春日井ロータリークラブ 

「仲間を増やして奉仕をしよう」 
クラブテーマ 

会   長：加藤 宗生 
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先週の記録 

 

会長挨拶       会長   加藤 宗生君 

皆さんこんにちは。 

 昨日の JR 神領駅でのポイ捨て防止啓発キャンペ

ーンに参加できず申し訳ありません。昨日は 2760

地区ロータリー女性の集いパートⅠに参加してき

ました。地区会員増強委員会が立ち上げました。

参加者は女性会員 54 名、男性会員 56 名の計 110

名でした。神野パストガバナーは挨拶で、ほぼ女

性会員で 60 名位と言っていましたが、倍近くの参

加となり盛況でした。女性の集いパートⅠですか

ら、パートⅡパートⅢも企画されているそうで

す。皆さんも次回参加いただけたらと思います。 

 以前にも挨拶で話をしましたが、ジェニファー

ジョーンズ RI会長は世界の女性会員の割合は 25％

から 30％にするという目標を定めています。それ

が今達成されようとしていると言っています。春

日井も女性会員を含め引き続き会員増強をしてい

きたいという思いで何か参考になればと女性の集

いに参加しました。3人の女性会員から卓話をして

もらいましたが、特に増強の参考となる話ではあ

りませんでしたので、パートⅡパートⅢに期待し

たいと思います。 

 引き続きメンバーの皆さんの協力をお願いし、

私の挨拶とします。ありがとうございました。 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

・来週 10月 21 日の 18時よりソレイユの奥の個室

にて、指名委員会を開催いたします。出席対象者

の方はお忘れないようにお願いいたします。 

・先週ご挨拶されました村瀬さんの後任の支店長

矢野さんの入会申込書を頂いております。今後の

スケジュールとして、本日持ち回り理事会を開催

しまして、審議可決となり次第週明けに皆様にメ

ールにて内容を送信致します。送信後 7日以内に

異議申立てがなければ入会式の段取りを進めて行

きたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

・先日ご案内しました入会申し込みが出ておりま

す立和名英樹様の入会に関しまして、異議申立て

がありませんので 11 月の入会スケジュールで進め

ていきたいと考えております。 

・11月 12 日 13 日の地区大会ですが、先日の理事

会で再来年の主幹が当クラブとなることが審議可

決となりました。主管となるため、皆様の協力が

必要となります。そうした事もあり、今年度の地

区大会は全員登録とさせて頂いておりますのでご

理解くださいますようお願い申し上げます。ま

た、地区大会の準備・運営について理解を深める

ためにも今年度の地区大会にぜひ足をお運び頂き

ますようお願いいたします。 

・昨日、神領駅にてポイ捨て防止啓蒙キャンペー

ンが行われました。多くのメンバーの方にご参加

いただきましてありがとうございました。 

・お気づきの方もいらっしゃると思いますが、先

日お亡くなりになられました早川八郎君から寄贈

いただきました演題に、春日井ロータリークラブ

のロゴが入りましたのでご案内いたします。 

・次週予告です 

 10 月 21 日は城北 RCの藤川さんの知り合いの弁

護士早瀬君から卓話を頂きます。 

 10 月 28 日はガバナー公式訪問になっておりま

す。出欠にご回答されていない方は事務局までご

連絡をお願い致します。 

 11 月 4日は休会となっております。 

 11 月 11 日は例会に先立ちまして理事会が開催さ

れますので、理事役員の方はご出席をお願いいた

します。また、この日は米山奨学生の劉履壮君の

卓話となっております。 

 
出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 52 名 出席 34 名 出席率 66.6% 

先々週の修正出席 出席 52 名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 
○野間くんの卓話たのしみです。 加藤 宗生君 

○先日の神領駅でのポイ捨て防止活

動へのご協力、ありがとうございま

した。 

野間さんのインボイス楽しみです。 

下田 育雄君 

○明日から春日井まつり！青年部ブ

ース、商連ブース、ＧＯＧＯ店舗に

是非お立ち寄り下さい。また、10 月

29 日は勝川芸術祭！藤川さん、長谷

川久幸さんと共に勝川駅西発展会の

メンバー一同で設営していますの

で、是非お越し下さい！ 

三上  努君 

○明日からの春日井まつり、晴れます

様に 
青山 博徳君 

○野間君の卓話楽しみです！！ 成瀬 浩康君 

○野間君の卓話を楽しみに 大原 泰昭君 

○野間君の卓話楽しみにしています。 古屋 義夫君 

○野間君の卓話楽しみにしています。 川瀬 治通君 

○野間さん楽しみにしています 和田 了司君 

○野間さんの卓話楽しみです。 中澤  一君 

○野間委員長の卓話楽しみです！ 鈴木 克幸君 
○今日の卓話をたのしみに！！ 近藤 太門君 

○卓話楽しみにしております。 岩村 幸正君 

○卓話が聞ける喜びで 清水  勲君 
○卓話が聞ける喜びで 加藤  茂君 

○卓話が聞ける喜びで 小川  長君 

○卓話が聞ける喜びで 北  健司君 

○卓話！ 杤本 正樹君 



○卓話へ 芝田 貴之君 

○野間さん、卓話楽しみにしていま

す。明日からの春日井まつりのドロ

ーンブースがんばって下さい。 

森部 清孝君 

○卓話をさせていただきます 野間 峰彦君 
○いつも有難うございます。 大橋 省吾君 

○３年前に亡くなった母宛に「長い

間、ご利用のなべ伝々」と書かれた

ハガキが届きました。１ヶ月後に三

回忌を控え、この金は母が持ってき

てくれたものと思います。ありがた

いことです。 

山田  治君 

○野間さんの卓話楽しみにしています。 

宅間 秀順君 速水 敬志君 加藤 昭博君 

風岡 明憲君 社本 太郎君 菱川 一馬君 

○ご協力ありがとうございます。 

出席・ニコボックス委員会 

 

卓話              野間 峰彦君 

 本日の卓話は、税理士が見てきた中小企業の現状

をお話しさせていただきます。また後半では今話題

のインボイス制度について簡単にご説明させてい

ただきます。 

 まず、コロナ禍における中小企業の現状について

ですが、令和 2 年、3 年とコロナウィルス感染症の

拡大により中小企業の業績が大幅に落ち込みまし

た。 

 そのため国はコロナ融資制度を設け、金融機関に

積極的な融資をするよう促しました。そのおかげで

資金繰りの悪化は解消されましたが、令和 4年以降

コロナ融資の据置期間が終了し、返済負担が増加し

ています。 

 また最近では、ウクライナ問題、円安により燃料

費、材料費が高騰し、今月に入ると最低賃金、雇用

保険率も増加し今後資金繰りが良くなる要因が少

なくなってきています。 

 そこで国は今までのゼロゼロ融資のような緊急

融資を行うのではなく、金融機関と共に事業計画書

を作成し利益を出しながら借入の返済を行う伴走

型融資へと変わりつつありますが、事業計画書をい

きなり作成することは難しいため、まずビジネスモ

デル俯瞰図を作成することから始めていただく事

をおすすめします。この俯瞰図を作成することで、

自社の取引先を整理することができ、今後売上を伸

ばしていきたい取引先や価格交渉が必要な仕入先、

外注先を検討することができるようになります。 

また利益を出すための要因として経費面の見直

しも挙げることができます。経費を変動費と固定費

に分類しまずは固定費の見直しから始めて下さい。 

 次に事業計画を作成する上で簡易キャッシュフ

ローと債務償還年数が重要になってきますのでご

説明させていただきます。 

 まず簡易キャッシュフローとは、税引後利益＋減

価償却費の合計額のことをいいます。この簡易キャ

ッシュフローと年間の借入返済額を比較して年間

返済額の方が多い場合は資金繰りが悪くなります。

コロナ禍における中小企業の多くはこちらの場合

が多いため、返済と新規借入を繰り返す必要が生じ

てきます。 

 次に債務償還年数とは、先程の簡易キャッシュフ

ロー÷長期借入金で計算され、その期間が 10 年未

満だと資金繰りは問題がございませんが､15 年以上

又は簡易キャッシュフローがマイナスになってい

る場合は､資金繰りがかなり厳しいと判断されます

ので事業計画を作成される場合はこの点を注意し

てください。 

 ここまで追加融資のための事業計画作成のお話

しをさせていただきましたが、今後事業計画通り利

益を出して返済していかないとただの時間稼ぎに

なってしまします。 

 現在､事業再構築補助金というものがございます

が、今後は業種、業態、事業転換をすることで現状

を打破することが必要となってきます。 

 次に今話題となっていますのでインボイス制度

についてお話しさせていただきます。 

 まず現在の消費税の納税額の計算方法について

説明させていただきます。 

 
 お店を経営している人が、商品 33,000円を仕入、

お客様に 55,000円で売上げた場合､消費税納税額は

売上消費税 5,000 円－仕入消費税 3,000＝2,000 円

となります。 

 
 
 



 次に令和 5 年 10 月 1 日以降にインボイス制度が

導入されますが、仕入業者がインボイス番号を取得

している場合は今まで通り納税額は2,000 円で変わ

りません。 

 
しかし、仕入業者がインボイス番号を取得してい

なかった場合は、仕入消費税 3,000 円を差し引くこ

とができなくなるため、売上消費税の 5,000 円がそ

のまま納税額となってしまうという制度です。 

そのため仕入業者へインボイス番号を取得して

もらうよう働きかけることが必要ですが、そのイン

ボイス番号の登録申請書提出期限は原則令和 5 年 3

月 31 日となっております。 

 

 

 

登録申請書の書き方については国税庁ＨＰに法

人、個人事業とも記載例が載っていますのでご確認

ください。 

 では、仕入業者が免税事業者（２年前の売上高等

が 1,000 万円以下である等消費税の申告をされてい

ない者）の場合の対応はどのようにしていけばよい

でしょうか。 

 先程インボイス番号を取得していない業者から

の消費税控除額は 0円と説明しましたが、実際は経

過措置がございます。 

令和 5年 10 月 1 日～8年 9 月 30 日 80％控除可能 

令和 8年 10 月 1 日～11年 9月 30 日 50%控除可能 

令和 11 年 10 月 1 日～ 控除 0％ 

 
 上記の経過措置を踏まえて免税事業者への対応

を検討していきます。  

まず①インボイス番号を取得してもらう。インボ

イス番号を取得してもらうと今まで通りの納税額

になるためお店にとっては良いですが、仕入業者は

消費税の納税義務が生じてしまいますので仕入業

者が応じるかどうかが問題となります。次に②上記

経過措置を踏まえて価格交渉をする。今まで通り

33,000 円を支払業者へ支払うのではなく納税額が

増加する分仕入額の交渉をすることが必要となり

ます。 

最後に免税事業者への対応における注意点とし

て、一方的な通告は独占禁止法違反の恐れがあるの

で注意してください。 

また取引完了後の減額は下請法違反となります

ので、早期に仕入業者からインボイス番号取得の有

無を確認し､価格交渉していただく事が重要となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 加藤 宗生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 野間 峰彦君 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 下田 育雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイ捨てふん害防止啓発活動（10 月 13 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日井 RC が協賛した「こども広場」の 

『わんぱくランド』（10月 15 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のアトラクションは『ニンジャ迷路』 

（10 月 15 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日丘インターアクトクラブのブースクラブ 

（10 月 15 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


