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　平成元年４月に始まりました消費税におい
て、令和元年10月から消費税率の引き上げ
と共に、軽減税率制度が導入されたことは記
憶に新しいと思います。そして、新たに令和
５年10月から「インボイス制度（適格請求
書等保存方式）」が導入される予定です。制
度開始時からインボイス発行事業者となるた
めには、令和５年３月31日までに登録申請
が必要であり、登録は消費税の課税事業者が
受けることができます。
　消費税は商品・製品の販売やサービスの提
供などの取引に対して、広く公平に課税され
る税であり、消費者が負担し、納税義務者で
ある事業者が納付します。生産、流通などの
各取引段階で二重三重に税がかかることのな
いよう、税が累積しない仕組みが採られ、こ
れを多段階課税方式といいます。
　例えば、小売業者であれば、卸売業者から
仕入を行った際に消費税を支払い、消費者に
商品を売った際に消費税を預かります。小売
業者は、取引の際に預かった消費税から支
払った消費税を差し引き、残りを消費税とし
て国へ納付します。この納税額の計算過程で、

支払った消費税を差し引くことを「仕入税額
控除」といいます。
　ここで、登録事業者が発行するインボイ
ス（適格請求書等）は、売手が買手に対して、
正確な適用税率や消費税額を伝える書類です。
制度が始まると、買手は取引の際、売手から
インボイスを交付されないと「仕入税額控除」
が出来ません。よって、支払った消費税を計
算上差し引くことが出来ず、消費税精算で損
をすることになります。
　このため、買手としては、インボイス発行事
業者である売手に、既存の取引先を変更するこ
とも考えられ、インボイスを発行できない免税
事業者が、市場取引から排除される虞があります。
　こうした問題点に対して、日本税理士政治
連盟では令和５年度税制改正要望のうち、消
費税のインボイス方式について「少なくとも
中小企業の実務を踏まえた柔軟な運用を行う
こと」にしぼって一斉陳情を行ったそうです。
具体的な内容は、制度導入後３年間は免税事
業者等からの課税仕入れの80％については
「仕入税額控除」ができる経過措置を当分の
間維持することなどになります。



　昨年10月の入会後、

皆さまに暖かく接して

いただき、水戸ＲＣは

既に私にとって大切な

場所の一つとなってい

ます。もっとも、まだ

十分にお話しをさせて

いただく機会を持てず

にいる方も多数おられ

ますので、今回の卓話が、私のことを知ってい

ただく機会となれば、幸いです。

　私は、昭和43年４月26日、銀行員であった

父と専業主婦の母の第一子として、母の里帰り

先である三重県鈴鹿市で生まれました。小さい

頃は父の転勤等に伴い引越しを繰り返していま

したが、小学４年生のときの引越しがその後の

自分の進路に大きく影響しました。引越し前の

愛知県一宮市とは異なり、引越し後の東京では

中学受験を目指している児童が多くいて、それ

に感化された親の方針で中学受験をし、中高一

貫の進学校と言われる男子校に通うこととなり

ました。大学も、同級生に国立大を受験する者

が多かったため、あまり深く考えることもなく、

東京の国立大に入学しました。学部は、社会科

系の科目が好きだったため文系、文系の中では

就職の際に一番選択肢が広く残りそうと感じた

法学部を選びました。

　大学入学までの間、力を入れていたことに、

音楽とスポーツがあります。音楽は、小３から

高校までピアノを習い続け、その後も今に至る

まで継続的に弾いています。クラシックを中心

に音楽鑑賞も好きになりました。これらは、時

間とお金をかけただけあり、かなりマニアック

な域にあると思います。一方、スポーツは、中

学でバスケットボール部に入り、高校進学とと

もに受験準備で辞める同級生が少なくない中、

高３夏の最後の公式戦まで続けました。強豪校

ではありませんが、都の大会でトーナメントを

４試合勝ち進んだことは、大切な思い出です。

　大学時代は、勉強よりも、「やりたいことを

徹底的に極めてみたい」との思いが強く、音楽

部管弦楽団に入部し、人手不足であったホルン

という楽器を始めました。４年生の１月の現役

最後の演奏会まで日々練習に明け暮れ、夏の国

内演奏旅行、これに併せて行う小学生向けの音

楽教室、冬の定期演奏会など、演奏面でも団体

運営面でもかなり本格的な活動を多く経験しま

した。ホルンは結果的には満足のいく水準には

到達しませんでしたが、技術レベルを踏まえた

パートで出演し、ピアノでも何回も出演させて

もらい、本番の緊張感の中でも他のメンバーと

掛け合いながら音楽を思うように表現できたと

きの感動は、かけがえのない経験となりました。

　このように勉強はそっちのけであったため、

１年留年して必要な単位の取得と就職活動を行

い、日銀に就職することとなりました。中央銀

行員として日本経済に幅広く貢献できること、

就職活動プロセスで出会った職員とのやり取り

を通じて「この人たちと一緒に働くことで、自

分も成長できそう」と感じたことが、就職先を

決めた理由です。平成４年に入行して今年で

31年目になりました。米国留学、２度の官庁

等への出向、今回を含めて３度の地方勤務を挟

みつつ、通算20年程度は本店の様々な部署で

の勤務を経験して、現在に至っています。

　日銀は、金融政策を通じて物価の安定を図る

という、国民一人一人の生活に影響を及ぼす、

重い責任を負っています。金融政策は、日本銀

行法に基づき内閣が国会の同意を得て任命した

９人のメンバー（総裁、副総裁２名、審議委員

６名）が、真剣な議論を経て多数決で決定して

います。政策の内容や決定過程を国民の皆さま

に丁寧に説明することも、大変重要と考えてい

ます。私自身、水戸事務所長として、日銀の政

策・業務運営について県内の方々にできるだけ

分かり易くお伝えすることや、県内の金融経済

情勢を的確に把握するとともに政策に対するご

意見等を伺うことは重要な使命と考えて、取り

組んでおります。水戸ＲＣの皆様には、引き続

きご指導ご鞭撻を賜りたく、よろしくお願い申

し上げます。

【卓　話】 一中央銀行員の成り立ち 上野　　淳�会員（中央銀行管理職）



◇ クリスマスソング

リリーベール小学校　２年生　52名

◇ 会長の時間

川名会長

　今日はリリーベール小学校の皆さんから歌の

クリスマスプレゼント、ありがとうございます。

１年間で汚れてしまった心を洗い流して頂きま

した。良い年末年始が迎えられる事と思います。

　サッカーワールドカップ、日本代表本当に素

晴らしい戦いで興奮でした。寝不足の皆さまも

多いと思います。昨日の大工町は12時前に帰

る方が多く、タクシーも代行もなかなかつかま

りませんでした。私は早めに代行を予約したの

で、キックオフ前には家に帰る事が出来ました。

ただ寝不足なので、本日は仕事をこなし早めに

帰宅しようと思います。

　12月生まれの方は好奇心が旺盛であり、積極

的に冒険や挑戦することを好む非常にポジティ

ブな性格になります。安定や平和よりも、変化

と刺激を求めること、常に楽しく夢中になれる

ものを求めて行動します。好奇心が旺盛な反面、

飽きやすく器用貧乏になることもあるようです。

◇ 出席報告

谷川委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

122名 79名 43名 67.52%

前週訂正出席率　67.52%

◇ 会員メークアップ

12/1� 水戸東ＲＣ　横須賀満夫

12/2� 地区クラブ奉仕委員会

� 　　　　　　沼田　邦郎、篠田　吉孝

12/3� 地区ロータリー財団委員会　土子　仁志

12/4� 地区青少年交換委員会

� 大久保博之、井上　壽博、髙原　　裕

◇ にこにこＢＯＸ

� 高尾委員長

石島弘之元会員……お写真ありがとうございま

した。会員各位のご健勝とご繁栄をお祈りい

たします。良いお年を。

上野会員……本日、イニシエーションスピーチ

の機会を頂き有難うございました。

笹島会員……上野さんの卓話有難うございます。

大久保会員……この度当校児童のクリスマス

ソングを歌わせて戴きました。メリークリス

マス！！

豊﨑(繁)会員……ちょっと早い、年末のご挨拶、

一年間お疲れさまでした。

内藤会員……流行語大賞に、「村神様」が選ば

れました。

奥野会員……初めてゴルフ同好会に参加させて

頂きました。楽しかったです！

木村会員……本日所用早退します。申し訳あり

ません。

吉原会員……誕生日のお祝い有難うございます。

木梨会員……プレゼント有難うございます。上

野所長、卓話頑張って下さい。

小川（洋）会員……誕生祝ありがとうございます。

山西会員……プレゼント有難うございました。

小田部会員・川﨑会員・岡本会員……妻の誕生

祝ありがとうございました。

本日の合計 15件 85,000円

◇ 財団ＢＯＸ

豊﨑　　繁会員……財団の友献金

（第５回）＄100　13,800円�（累計＄6,500）

北島　重司会員……財団の友献金

（第３回）＄100　13,800円�（累計＄1,300）

川﨑　隆一会員……財団の友献金

（第９回）＄100　13,800円� （累計 ＄900）

石川　真二会員……財団の友献金

（第６回）＄100　13,800円� （累計 ＄600）

12 月第１例会 司会　田中（祥）委員例 会 報 告



関根　貴雄会員……財団の友献金

（第５回）＄100　13,800円� （累計 ＄500）

富田　敬子会員……財団の友献金

（第２回）＄100　13,800円� （累計 ＄200）

この計 ６件 82,800円

◇ 米山ＢＯＸ

豊﨑　　繁会員……米山功労者献金

（第10回）� 10,000円（累計　�500,000円）

この計 １件 10,000円

◇ 幹事報告

長野（久）幹事

１．12月のロータリーレートは、１ドル138円

となります。ロータリー財団寄付に適用され

ます。

　11月がロータリー財団月間ではありまし

たが、目標に達しておりませんので更なるご

協力をお願いいたします。

２．2023～2024年度国際ロータリー会長は、

ゴードン R．マッキナリー氏が選出されてい

ます。スコットランド、ウエストロージアン

のサウス・クイーンズフェリーロータリーク

ラブ所属です。

　2024～2025年度国際ロータリー会長

に、アメリカ・ペンシルベニア州・マクマ

リー・ロータリークラブ会員のステファニー

A．アーチック氏が選出されました。９月15

日に会長ノミニーとして宣言されました。

　アーチック氏は、女性として史上２人目

の RI会長です。コンサルティングと研修を

専門とする Doctors�st�Work�LLC社の共同

経営者兼最高執行責任者です。ペンシルべニ

ア州立インディアナ大学でリーダーシップ

学の博士号を取得し、地域社会での数々の団

体の理事をされています。1991年にロータ

リークラブに入会し、RI理事、財団管理委

員、RI戦略計画委員長、財団100周年祝賀委

員長を歴任。現在は、選挙審査委員会と運営

審査委員会の委員を務められています。ロー

タリー財団のメジャードナーで遺贈友の会会

員です。

３．米山学友会チャリティー奉仕リレー霞ヶ浦

総合公園清掃のご案内が来ております。第３

回米山世界大会「再会 in関東」の主催者で

ある10地区の米山学友の活動です。

　　と　き　2023年１月７日㈯

　　　　　　10：00～14：00

　　ところ　集合　霞ヶ浦総合公園内

� 文化体育館駐車場

４．「ロータリーの友」創刊70周年特別企画俳

句コンテストの作品募集中です。

　　テーマ　ロータリー：思わず笑みがこぼれ

るようなこと、いつまでも心に残っている出

来事や、次に生かしたい反省など季語にのせ

て五・七・五で詠んでみてはいかがでしょう。

締め切りは、2023年２月28日です。詳しく

はロータリーの友最終ページに記載されてい

ます。

５．会計より、ロータリー財団ＢＯＸ・米山Ｂ

ＯＸへの献金についてのお願い

　　控除証明書等の手続きの為、2022年度の

ロータリー財団ＢＯＸ・米山ＢＯＸへの献金

は、12月20日㈫最終例会日まで受付いたし

ます。ご協力をお願い致します。

例　会　予　告

１２月２０日（火）
卓話「私の夢」
　70周年記念奨学生
　常磐大学　人間科学部健康栄養学科
� ３年　根本奈乃羽�さん
卓話「私の将来の夢」
　常磐大学　総合政策学部経営学科
� １年　栗山　汰士�さん

１２月２７日（火）
―�定款第７条第１節により休会�―

２０２３年
　１月　３日（火）
―�三箇日に付き休会�―

週報担当　土子　仁志�委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……


