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２０１８－２０１９年度 (№.２７）第２９８２回例会（平成３１年２月２１日）

本日の予定
夜間例会（２月）
次週（2 月 28 日）の予定
株式会社 All Black Inc
代表取締役 フィールド設計士
稲垣 耕治 様
「今注目の『1 on 1』ミーティングで社員
の定着を」
出席率 会員数３９名
１月２４日 ７６．９２％
１月３１日 ６６．６７％
２月 ７日 ７１．７９％（２月２０日現在）

予 定
3月 3日
3月 4日
3月 7日
3 月 14 日
3 月 21 日

インターシティミーティング
合同幹事会
定例理事会
夜間例会
休会（祝日のため）

前回のゲスト（２月７日） （敬称略）
国際青少年長期交換来日
SOPHIE CLAIRE BAZZETT

前回のビジター（２月７日） （敬称略）
㈱ライズシティ 代表取締役社長 早坂慎一

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

米山記念奨学会寄付

1３，０００円
５６３，３０４円

２月７日

次年度地区役員委嘱状
次年度 RI 第 2520 地区危機管理委員会（医師団）
委嘱状を、鈴木会長から五十嵐章会員にお渡し
しました。

坂本 正憲 会員

第２１回在仙ＲＣ合同麻雀大会
高木

信三

会員

２月１６日 藤 参加者４０名
当クラブは下記の 5 名で参加し
ました。個人優勝は仙台東の
今野忠良さん、団体優勝は仙台
東・レインボー合同チーム、
当クラブは 4 位でした。
4 位 高木信三
10 位 星
毅
21 位 早坂慎一
高橋玲二
松良千廣

会員 +52.4
会員 +28.5
会員 +5.3
会員
会員

報告

章

前回の例会報告
「なぜ税金を納めることは『権利』なのか ～主権者意識と租税教育の重要性～」
仙台南ロータリークラブ 前幹事
税理士 岩松 正記 会員
「税金」についてのイメージは最悪です。一般には
「取られるもの」という認識がほとんどですが、実
際にはほとんど無関心と言っていいような状況で
す。
ところが近年、選挙権年齢の引き下げなどから主
権者教育の重要性が語られるようになり、それとと
もに教育現場においても学習指導要領の改訂によ
り税や財政について触れなければならないような
環境になってきました。つまり、「税」を取り巻く
教育環境が変化し、主権者教育に適する素材として
「税」が注目されるようになってきているのです。
「税」は為政者により収奪されるものという一面
がある一方で、自由主義と密接につながり、政治参
加の権利として発展してきました。その最たる例が
欧米での市民革命です。わが国においても福沢諭吉
が「学問のすゝめ」で「税金を負担することは政府
と国民の約束」と唱えていました。
税金は日本国憲法第 30 条にいう「納税の義務」
があるから納めるものですが、実は「納税の義務」
を憲法に記載している先進国は日本とイタリアし
かありません。英米仏などでは、税金を納めるのは
主権者として当然であるという思想が一般的です。
実は日本国憲法も、正式な英訳を見ると同じ思想
であることがわかります。３大義務のうち勤労の義
務と教育を受けさせる義務は obligate を使ってい
るのですが、
納税の義務は liable となっています。

つまり、憲法の精神でも、
納税は主権者として当然の
責任であり、言うなれば政
治参加の権利であると認め
ていると言ってもいいので
はないでしょうか。
納税は主権者として当然の行為であり、福沢諭吉
の言うように、国にわたしたちの約束を実行させる
ために負担するものである。したがって結局は自分
たちのために行うものであるという意識を高める
ものが、主権者意識であり租税教育ではないか、と
私は考えています。
最後におまけとして、2019 年 10 月に導入され
る消費税の軽減税率について触れます。これは消
費税率が 10％に引き上げられる際に、飲食料品や新
聞が 8％に据え置かれるというものなのですが、な
ぜに新聞なのかということだけでなく、飲食料品の
中にも 10％になるものと 8％になるものが混在して
います。例えば飲食店において店内で食べると 10％、
持ち帰ると 8％になったり、ドリンク剤でも清涼飲
料水は 10％で医薬部外品は 8％になるなど、非常に
不可思議な状況になることがまだあまり知られて
いません。税理士会としてはこの軽減税率に対して
反対していますが、皆さんも「税に無関心」でいる
ことなく、自分のこととしてこの制度について考え
てみていただければ幸いです。

高木 信三会員：誕生祝有難うございます。早く 70 才になりたいと思っています。
星
毅会員：誕生祝、ありがとうございます。
和田 達雄会員：２/１から山形河北町ヨークタウンにカラー専門店オープンしました。売上はまだまだ
ですがニコニコ。
岩松 正記会員：①本日卓話をさせていただきます。当クラブで話すのは 2 回目。前回は海軍機関学校
の話でした。今回は租税教育の話です。宜しくお願いします。②25 回目の結婚記念日が 2 月 26 日です。
結婚した時には 226 事件と言われましたが、ついに銀婚式となってしまいました。
熊谷 晴樹会員：節分も過ぎ、暖かくなってきてニコニコ。
半澤 修司会員：入会して初めて幹事報告をさせていただきます。宜しくお願いします
堀川 順弘会員：2 月に入りました。いつも笑顔を大切に。ニコニコ。
千葉 ミオ会員：和田社長のお店レナークソワンでヘアドネーションしました！小児ガンの子供へかつ
らを作る為の髪を寄付する活動です。みんながニコニコになります様に！
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２月「平和と紛争予防/紛争解決月間」

本 日 の MENU：
【洋食料理】
Gelée de bouillabaisse et crabes effiloché à l'avocat aux pomme accompagné Micro Leaf
et carpaccio de navets
ブイヤベースのジュレにズワイ蟹,アヴォガド,リンゴのアンサンブル
マイクロリーフと蕪のカルパッチョとともに
Mousseline de St-Jacques et crevettes "Kami" Tout-Pari
三陸産活帆立貝のムースリーヌと神の海老のトゥーパリ風
Rumsteak de bœuf grillée au chabon de bois sauce jus
Raifort "Muratamachi" de soja à la mignonette
Salade mélanger et frittata di patata
黒毛和牛ランプ肉の備長炭焼きグレービーソース
村田町西洋山葵の醤油漬けミニョネット添え
菜園サラダとポテトのフリッタータを付け合せに
Service de chariot du dessert
デザートワゴンサービス
Café ou thé
コーヒー又は紅茶
Pain et beurre
ホテルメイドパン

2019 年 2 月 21 日（木）
仙台国際ホテル

2019-2020 年度版ロータリー手帳

予約締切 2 月 24 日（日）
購入申し込みは事務局まで
（TEL223-3652）
1冊

７００円

（5 月下旬出来上がり予定）

