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会長の時間
9 月は「基本的教育と識字率向上月間」ということです。それに関して少し調べてみました。
ユネスコでは、日常生活で用いられる簡単で短い文章を理解して読み書きできる状態のことを「識字」
と定義しています。皆さん 9 月 8 日が「国際識字デー」だということをご存じでしたか。
1965（昭和 40）年 9 月 8 日から、イランで開催されたテヘラン会議で、当時の国王が各国の軍事費
の一日分を非識字者のための識字基金に拠出するよう提案したのがきっかけです。この会議の後に、
米国の当時のジョンソン大統領が米国議会において、テヘラン会議を忘れないため、また、ユネスコ
の識字教育への貢献に感謝の意を表して、9 月 8 日を国際識字デーに制定するように呼びかけたそう
です。
ところで、日本の識字率は数百年にわたって世界トップレベルなのはご存じでしょうか。日本人の
識字率についての古い統計は存在しませんが、江戸時代幕末期にはすでに世界トップレベルだったと
いわれています。武士はほぼ 100%読み書きができていたし、庶民層でも男子は 50%前後読み書きが
できたそうです。しかし、同時代の英国の下層庶民の場合、ロンドンでも字が読める子どもは 10%に
も満たなかったそうです。また、幕末期の就学率は 80%程度でした。武士の子どもだけでなく、一般
庶民の子どもも「読み、書き、そろばん」を学んでいたそうです。義務教育ではなく、自主的に運営
された寺子屋に庶民の子どもがこぞって修学していたというほどで、日本人の教育熱心さは知られて
います。これには、庶民の間で人気の新聞の元祖「かわらばん」の存在が大きくて、日本人の読書熱
は想像以上に高かったといわれています。
ここで一つのエピソードを紹介します。
第二次大戦後、日本語は漢字が多くて覚えるのが難しく、識字率が上がりにくいために民主化を遅ら
せているという偏見から GHQ の発案で、日本語をローマ字表記にしようとする計画が起きました。
それを受けて 1948（昭和 23）年には、日本初の全国調査「日本人の読み書き能力調査」が実施され
ました。その結果は、漢字の読み書きができない人は 2%程度にとどまり、日本人の識字率が非常に
高いことが証明されたのです。このことで日本語のローマ字化が撤回されたという事実があったよう
です。皆さん字が読めないって、想像したことありますか？成人のほぼ 100%の識字率を誇る私たち
日本人は、識字についてあまり考えることもありませんが、読み書きのできない 15 歳以上の人の数
は、世界で約 7 億 7,500 万人と言われ、これは、全世界の成人の 17％にあたります。しかも、学校
に通っていない子どもは世界に 6,700 万人いると言われています。
地域社会が自力で学校を支え、教育における性差別を減らし、成人の識字率を高められるよう支援
することが私たちの目標でもあります。ロータリー財団では、奨学金、教材や学用品の寄贈、奉仕プ
ロジェクトを通じて、世界中で教育支援を行っています。すべての人が教育を受けられるようにする
ために、あなたにもできることがあります・・・それは、「ご寄付」です。
幹事報告
〇ガバナー事務所より下記の案内、お知らせが届いています。
1． 2020-21 年度 ポリオ根絶チャリティーゴルフコンペの案内
2．クラブ運営現状報告（8 月分）の結果
○ロータリーの友事務所より、新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応の件。
○RI 日本事務局より、在宅勤務延長のお知らせ。
○神崎 RC より、創立 45 周年記念誌。
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○RI 第 2750 地区東京米山ロータリーE クラブより、医療物資支援プロジェクトの案内。
〇会員の皆様に公式訪問冊子を配布していますので、ご確認をお願いします。
〇本日例会終了後、定例理事会開催しますので理事の方はお残りください。
各委員会報告
なし
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

「消費税について」

村山会員

先週、塚崎会員が消費税について触れられていましたので、私も消費税について少しお話をした
いと思います。
消費税は昨年 10 月から 10%になりました。一般には消費税といわれていますが、詳しくは、国
税である消費税と、地方税である地方消費税に分かれていて、税率は、国税である消費税が 7.8%、
地方消費税が 2.2%で、合計が 10%となっています。軽減税率は 8%ですが、その内訳は 6.24%と
1.76%です。ちなみに、増税前の 8%の時は 6.3%と 1.7%となっていました。同じ 8%ですが、内訳
が異なっています。このように、今は簡単に手計算できないようになってきています。
レジュメに入りますが、
「適格請求書等保存方式」というものが、令和５年 10 月から始まります。
少し先に見えますが、10%への増税から一連の改正ですので簡単に説明しておきたいと思います。
インボイス制度を簡単に言うと、消費税の仕入税額控除は「適格請求書」に基づいて計算した金
額になるということです。適格請求書には新たに「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」
の記載が必要となります。課税事業者は、請求書に記載しなければならない項目が変わりますので、
請求書の様式を合わせるか、システムを改修する必要が出てくるわけです。
また、免税事業者から商品を購入した場合は、課税仕入れとして消費税を控除できなくなります。
仮に、税抜 10 万円の商品を購入したとすると、消費税は 10,000 円となります。その商品を税抜
15 万円で売却したとすると消費税は 15,000 円となり、仕入れにかかる消費税との差額の 5,000 円
を納税することになります。ところが、同じ商品を免税事業者から購入すると、11 万円で購入した
商品に対する消費税が 0 円となるため、納税額が 15,000 円となり、10,000 万円多く納税すること
になるわけです。こうなると、免税事業者から見た場合、課税事業者から取引を打ち切られる恐れ
があります。ですので、課税事業者として登録するか、消費税相当額を値引きするかを考える必要
があるというわけです。
いずれにしても、この 3 年間の内に対応を考えておく必要があるのではないかと思います。
≪会員スピーチ≫

「刀に関する言葉」

髙見会員

「互いの地金が出始めた新婚が、反りが合わぬと顔を合わせるたびにつばぜりあい。ときには激
しく鎬を削り、とうとう切羽詰まった土壇場で、仲人が伝家の宝刀を抜いて場を鎮め、もとの鞘に
納まった・・・。
他にも「刀」にまつわる言葉はたくさんあります。
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・単刀直入 ・大上段に振りかぶる

・一刀両断

・刃が立たぬ

・太刀打ちできない

・刃向う

・両刀使い

・相槌を打つ

・抜き差しならぬ

・なまくら ・身から出た錆

・諸刃の剣

・付け焼き刃

・抜いたら最後

・焼き直し ・焼きを入れる

・焼きが戻る

・焼きが廻った ・鞘走る

・(彼は某氏の)懐刀だ

・鞘がある ・鞘を取る
ニコニコ箱・親睦箱
寺本会長・・・例会に寄せて。台風の影響が心配です。
江見幹事・・・例会に寄せて。
大岩会員・・・結婚記念お祝い有難うございます。雨が降らないので草木が枯れてかわいそう。
塚崎会員・・・純愛夫婦も 14 年目に入ります。地籍調査のため、3 週連続欠席します。
箸蔵会員・・・長男が仁和密教学院 2 学期始業式です。急性胃腸炎を抱えてどうなることやら。
村山会員・・・台風が近づいています。災害への備えをしておきましょう。
石原会員・・・今日の目標

静かに ほほえみ 颯爽と・・。

柳原会員・・・総裁選に投票できたらいいなと思います。
田村会員・・・台風 10 号が大変なようです。皆様気を付けてくださいね。
村山さん、髙見さん、スピーチ宜しくお願いします。
髙見会員・・・台風心配です。今日のスピーチ宜しくお願いします。
朝来会員・・・台風が心配です。何事もなければよいですが・・。
深澤会員・・・井口さん、お世話になりました。
小谷会員・・・毎日暑い。雨が欲しいですね・・
大澤会員・・・例会に寄せて。
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