第 1147 回 例会
■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■修正出席率

Ｎｏ．4 令和 2 年 9 月 10 日 (木)
「君が代」「奉仕の理想」
会員４６名中２４名出席
５０％
出席計算人数４４名
7 月 16 日 ９５.３５％
7 月 30 日 ９５.２４％

■ゲスト

米山奨学生 ダダボエブ アフロルさん

８月の祝福
誕生日
5日
１３日
15 日
19 日
22 日

会長挨拶

成田勝彦

皆さんこんにちは。
この 9 月に入り、台風 9 号と、大型で
非常に強い台風 10 号が、続いて九州
地方へ接近をしまして、そしてまた北
上していきました。最近、温暖化が進
む中、日本の南海域で水面の温度が
30 度前後に達して、大量の水蒸気が生み出されている。
そういうことから台風がより一層強くなっております。しか
し今回先行の台風 9 号が海面の水を、海水をかき回してく
れたことで、九州付近の水温が低下しまして、台風 10 号
の力を落とす、というのか弱くするというのか、まあそうい
う形で無事に済みました。
これからは特別警戒級というんですか、レベル 5 の一番
上に値する大型台風が日本に接近して、九州、四国、本
州へ上陸して、上陸後さらにもっと大きくなるだろうという
ように予測されております。
自分自身の命や大切にしている家族の命を守るために早
急に対策を各自で考えていかなくてはならないのではな
いかなというふうに思っております。
また、この 7 月に集中豪雨の災害により、甚大な被害を発
生した熊本県、長崎県、そして福岡と佐賀県などがガバナ
ーの会と地区より、各クラブの皆さんに義援金を募り、被
災へ届けるようにしております。
これも皆さんのご支援、ご協力ほんとに感謝しております。
ありがとうございました。
以上です。

次回例会予定
9 月 17 日（木）第 1148 回例会「ガバナー補佐訪問」
9 月 24 日（木）休会（定款第 8 条第 1 節-(c)）
10 月 1 日 （木）休会（定款第 8 条第 1 節-(c)）

結婚記念日
武山さんご夫人
小原さん
磯部さん
後藤さん
藤田さんご夫人
今村さんご夫人

なし

９月の祝福
3日
13 日
18 日
19 日
24 日

誕生日
西川さんご夫人
横田佳奈さん
武山卓史さん
髙橋さんご夫人
田島陽介さん
眞砂敦夫さん

結婚記念日
なし

ニコＢＯＸ
●本日は IT 委員会よりお話を伺います委員長の武山
卓史さん、どうぞよろしくお願い致します。
成田会長、恵利幹事、古川、松尾、中野、田島、
岩田、安江、河原、川原、水野、髙橋、矢野、加藤、
立石、西川、磯部（敬称略）
藤田さん 元気にしてます！！
横田さん 今月は私の誕生月です、お祝いをありがとう
ございます。
●秋の健康感謝ニコニコ Day 成田会長以下 16 名
本日合計 ７１，０００円

米山功労者表彰
米山特別寄付にご協力いただき
ました安江英雄さんに米山記念
奨学期からの表彰状を伝達いた
しました。

米山奨学金
米山奨学金 9 月分をダダボエブ
アフロルさんにお渡しいたしま
した。

委員会卓話
「 IT 委員会報告と税理士四方山話 」
IT 委員長 武山卓史
皆さんこんにちは。武山でございます。地区米山委員と
クラブ IT 委員長を兼任しております。IT 委員長として
の報告は、クラブのホームページがスマホ向けに見やす
くなりましたので、一度スマホから名古屋丸の内ロータ
リークラブと検索して、例会予定表など活用してくださ
い。あと、フェイスブックの丸の内ロータリーのページ
がちょっと更新できていない状態みたいですので、そこ
は改善したいと思います。
地区とか、全国のロータリーのフェイスブックページ
も、けっこう更新が滞っているところが多いように感じ
ますので、ホームページはちょっと充実してやっていき
たいなあとは思っております。
IT の話は以上で、IT の話だと 1 分くらいで終わりそう
でしたので、一応原稿を皆さんのお手元にお配りしたん
ですけど、職業柄コロナに関する給付金、助成金、助成
制度を簡単にまとめてみました。まずは話題になってい
る持続化給付金、個人事業主、法人向けですが、これ今
週の月曜日にもニュースになりましたね。京都の方で詐
欺で 100 件ぐらい不正で捕まった。愛知県でも 8 月の終
わりに 400 件で捕まりました。詐欺でも 2 種類あって、
その逮捕されたのは完全の受給の詐欺です。サラリーマ
ンや学生を捕まえて、お前 100 万もらえるから、と去年
の確定申告をやらせるんですよ、事業者として。給与で
もらっているのに給与所得を事業所得にして、経費を適
当につくって、申告するんです。そして、その申告の年
収を 12 で割って、そのひと月分と、今年に入ったら売
上ゼロです、というのをやって貰うんです。気になるの
は、税理士がそれにちょっと関与していたのじゃないか
って事です。税理士が関与していたらほんとにもう簡単
にできますから。税理士が関与したら絶対だめです。行
政書士さんだとか、絶対だめです。
もう一個、詐欺ではないですけど、気を付けていただき
たいのは、ネットを見てると、
「持続化給付金、あなた
も対象になります。
」というのがあります。手数料
10％、とか 15％、あれはちょっと高いなと思います。
で、税理士は報酬取っちゃいけないんですけどね、行政
書士さんは取ってもいいらしいです。
僕は取っちゃだめだけど、サポート費用は取っていいで
す。それで、なにが言いたいかと言うと、手数料をそん
なに高くとるものではないということ。持続化給付金、
これはほんとに申請が簡単です。細かいことは言いませ
んけども、個人事業者 100 万円、法人事業者 200 万円が
上限となっているのですが、僕は、これは個人事業者の
制度だと思ってます。なぜかというと、極端な話でいく
と、去年の年収が 120 万の、個人事業の方でも、今年に
入って売り上げが 1 万円の月があると、100 万上限いっ
ぱい貰えるんです。要するに去年の年収分くらい貰えち
ゃうんです。個人事業者の小規模なフリーランスの人に
とってはものすごく大きくなるんです。ただ気を付けな
いといけないのは、法人も個人も税金はかかります。
で、これに関連して、家賃支援給付金ですがこれはちょ

っと難しいんです。コロナ
のこの 2 分の 1 にはならな
いけど、3 か月の合計が
30％以上減っている。1 か
月が半分以下になれば、3
か月の合計が 3 割、7 割切
るか、3 か月足して、どれ
かの期間が。それが 3 割減になれば貰えます。
これは家賃の半年分、1 か月の家賃の割る 3 掛ける 2、
半年分が一括で貰えます。で、感覚でいくと、資料を揃
える手間は持続化給付金の 10 倍くらい難しいし、面倒
くさい。持続化給付金は、それこそ行政書士さんとか税
理士がお客さんとだけのあいだでやり取りができる。も
しくは本人だけで書類が揃えられるのですが、家賃とい
う収入に関しては家主さんとか管理会社とか、そこらへ
んに書類を貰わないといけない場合があるので、面倒く
さい。手間がかかる。あと書類が全部揃っても、持続化
給付金と家賃給付金と全部書類が揃った状態で時間が 3
倍から 5 倍かかりますね。けっこうやっぱり、持続化給
付金の反省を踏まえたのか、意外に厳しく、それに何回
か問い合わせもありますので、気を付けてください。
これは、気を付けないといけないのは、今年の 5 月から
の売上になりますので、持続化給付金は 3 月からだった
かな、持続化給付金を 3 月 4 月で申請した方は、5 月以
降の売上を基準にしないといけないので、気を付けてく
ださい。まだまだ話すことはあるんですけども、今日は
たっぷり IT の話をさせていただきました。
こ清聴どうもありがとうございました。

第２回 理事会議事録
令和２年８月６日（木）12：00～
名古屋クレストンホテル 例会場
出席者 成田、大塚、高山、今村、加藤、立石、
小原、長谷川、岩田、恵利、松尾
議題
１．ガバナー補佐訪問日程再調整の件

第３回 理事会議事録
令和２年９月３日（木）12：00～
名古屋クレストンホテル 例会場
出席者 成田、大塚、亀井、高山、今村、立石、
小原、堀江亮介、長谷川、岩田、恵利、松尾
議題
１． 名古屋市教育委員会「読書イベント」の件
２． ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問の件
・補佐訪問例会前懇談会出席者
・公式訪問３RC 合同例会は取りやめ（例会前懇談会
のみ３RC 合同）
３． ９月１０月例会の件
・夜間例会・家族会取りやめ→ 通常例会
４． 地区研修協議会登録料一部返金の件
一人 7,500 円
20 名分 150,000 円
５．その他
名古屋聾学校訪問動画完成の件
御園座個人申し込み受付の件

