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本日は卓話に捧みちる先生よりお越しいただきま
した。後程宜しくお願い致します。
さて、私の方からは、消費税の話をほんのさわりだ
けします。消費税は平成元年 3 月からスタートし、そ
の後 2 年後にバブル崩壊が来ました。
そして平成 9 年
に３％から５％に増税。その後 10 年後を目途に 8％
が予定されていましたが、平成 20 年のリーマンショ
ックの影響で、6 年後の平成 26 年に８％になりまし
た。
そしてその５年後である令和元年 10 月に、10％
がスタートします。
今後は、マイナンバーがスタートした時から、時々
出てきます『資産税』のことが気になるところです。

◆本日の出席：47 名中 28 名
◆今年度の累計出席率：85.28％（9/6 まで）
◆先週のメークアップ：
9/8「アクトの日」へ 木村 譲君

◆幹事報告 長谷川 直哉 幹事
●ＲＩ第 2560 地区佐藤ガバナーエレクト事務所よ
り次年度（佐藤年度）の４大大会日程の御案内
▶ＰＥＴＳ 2020 年 3 月 14 日（土）大観荘 せ
なみの湯（村上市）
▶地区研修・協議会 2020 年 5 月 30 日（土）
ロイヤル胎内パークホテル（胎内市）
▶地区大会記念ゴルフ大会 2020 年 10 月 6 日
（火）日本海カントリークラブ（胎内市）
▶地区大会 2020 年 10 月 24～25 日（土・日）
１日目：月岡温泉 華鳳（新発田市）
２日目：新発田市カルチャーセンター

9/9 12,000 円 累計 141,000 円
荒澤会長「捧みちる先生、本日は卓話宜しくお願いします。
ありがとうございます」
長谷川幹事「本日の講師捧みちる様ようこそお出で下さいまし
た。卓話、楽しみにしています。どうぞよろしくお願い
します」
馬塲君 「台風を心配しておりましたが、無事に通過してくれ
てよかったですね」
野島君「捧みちる先生きょうはどうもありがとうございます。
宜しくお願いします」
松﨑君「捧先生、本日はお忙しいところ来ていただきありがと
うございます。卓話楽しみにしてます」
銅冶君「本日の卓話捧みちる様、宜しくお願いします」
坂本君、田代君、坂井君、渡邊（光）君
「BOX に協力します」
木村君「BOX にご協力ありがとうございました」

◆故坪井正康第 30 代会長の御夫人から、
御礼状と御寄付をお預かりしました。
「御礼
ロータリークラブの皆様
昨日 9 月 8 日無事に四十九日法要、納骨を致し
ました。
（四十九日忌は 9 月 4 日でした）
長い間、公私ともに大変お世話になり、有難うご
ざいました。
いろいろなお役をいただき、助けていただいた
方々に感謝申し上げます。
出席 100％を最後まで頑張りました。
ほんの御礼の気持ちです。
有難うございました。
令和元年九月九日」
※今後、故坪井先生御遺族のお気持ちに
添う形での寄付を考えて参ります

●国際ロータリー為替レート
（※ 毎月初
国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国） 事務局
日の市場実勢相場に基づく）
〒955-8666 三条市旭町 2-5-10
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
三条信用金庫本店内
９月のレート １米ドル＝106 円 （８月のレ
会 長
荒澤 威彦
TEL0256-35-3477 FAX0256-32-7095
ート 108 円）
幹 事
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卓 話

捧会計事務所 税理士

捧 みちる 様
「女性の起業支援について」

今後の予定

近隣 RC 例会変更

10/ 7 通常例会「第一例会」
10/14 体育の日 休 会
10/21 通常例会「米山月間」
卓話：米山奨学生（ベトナム）
ゴー,グエン チー チュン君
（世話クラブ 三条ＲＣ）
10/27「地区大会」於：上越市
10/28 地区大会振替
通常例会はありません
地区大会に出席されない方は
事務局で記帳できます

10 月 1 日（火）三条北 RC（公式訪問） 三条ロイヤルＨ
3 日（木）燕 RC
（クラブ休会）燕三条ﾜｼﾝﾄﾝＨ
8 日（火）三条北 RC（クラブ休会）三条ロイヤルＨ
11 日（金）吉田 RC （例会日変更）吉田産業会館
17 日（木）三条東 RC（クラブ協議会）三条ロイヤルＨ
17 日（木）加茂 RC （夜例会） 加茂市産業センター
17 日（木）燕 RC
（例会日変更）燕三条ﾜｼﾝﾄﾝＨ
24 日（木）燕 RC
（クラブ休会）燕三条ﾜｼﾝﾄﾝＨ
25 日（金）吉田 RC （夜例会）吉田産業会館
29 日（火）三条北 RC（社会奉仕事業）三条ロイヤルＨ
30 日（水）三条 RC （地区大会振替）三条信用金庫
31 日（木）三条東 RC（公式訪問） 三条ロイヤルＨ

※記帳できます

10 月 24 日は世界ポリオデー
エンド・ポリオ・バッジを着用しましょう
会員全員に配布します。
（購入費の一部はポリオ基金への寄付となります）
ポリオは撲滅から根絶に言葉が変化し最終段階と
なっておりますが、根絶までは気が抜けません。
つきましては、第 2560 地区全 RC 会員にポリ
オ根絶の認識を新たにしていただきたく、10 月
24 日の「世界ポリオデー」に向け、全会員にポ
リオバッジの着用をお願いし、公共イメージ向上
にもお役立ていただきたくお願い申し上げます。
ＲＩ2560 地区
ガ バ ナー 大 谷 光 夫
R 財団委員長 新 保 清 久
R 財団ポリオプラス委員長 野崎 喜一郎

