
２０１４年 ６月１１日　第２１５４回例会　VOL. ４５　No. ４６

■司　　会　ＳＡＡ  後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業　　
　　　ＳＬ　二宮麻理子

■出席報告

■本日の欠席者
増田、斎藤

■他クラブ出席者
安藤公一、福村、増田、漆原 (地区 )

内田 ( 横浜緑 RC)

■ビジター
小澤　　操殿

(第 5G ガバナー補佐、横浜瀬谷 RC)

杉本　賢司殿

(次年度第 5G ガバナー補佐、新横浜 RC)

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC　　　

■会長報告
　６月に入り夏日が続いていたかと思うと入

梅になったとたんに４日間で６月の降水量を

上回る大雨が続き関東の山沿いの地域では土

砂災害等も発生しています。極端に激しい気

象に従来の感覚では対応しきれない状況にな

りつつあります。これも地球温暖化の影響の

一つかもしれません。皆様これからの季節を

本日の出席率　93.33％

本日の出席数    28 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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ご無事に且つお元気にお過ごし頂きたいと思

います。

　テニスの全仏オープンの車椅子の部では、

男女共に日本人選手が優勝を飾りました。身

体に障害を抱えている方々が懸命に頑張って

おられる姿には本当に感動されられます。昨

年９月の東京オリンピック招致の際に佐藤真

海パラリンピック選手の「私にとって大切な

のは、今持っているものであって、失ったも

のではないということを学びました」という

言葉に象徴されるように、身体に障害を抱え

ながらもその事実に正面から向き合い、自分

のできることに打ち込むという心の強さに感

心させられるのは私だけではないと思います。

そのような方々が生き生きと活動されておら

れる今の世の中は決して悪い状況ではないと

思います。

　まず平和であること、健常者以外の所謂社

会的弱者と言われる方々が生きがいをみつけ

それに打ち込みながらも生活が続けられるこ

と、これは太平洋戦争後の荒廃から、懸命に

勤勉に真面目にご努力を続けられてきた諸先

輩方のお蔭だと思います。世の中は開催まで

あと１日に迫ったサッカーワールドカップの

話題で溢れている今、敢えて別の面に光を当

ててみました。勿論サッカー日本代表には期

待に違わぬ活躍を祈る次第です。

　本日は、本年度ガバナー補佐の瀬谷 RC 小澤
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様、次年度ガバナー補佐の新横浜 RC の杉本様

にお出で頂きました。小澤ガバナー補佐には、

旭 RC としての意見をお聞き入れ頂いたりと本

当にお世話になりました。杉本次期ガバナー

補佐にも小澤ガバナー補佐同様のご理解とご

支援を賜りたいと思っております。

　安藤会長年度も残すはあと２回の例会とな

りました。皆様の協力のお蔭で今のところ修

正出席率 100％を維持しております。どうせ

なら２年度連続 100％を達成したいと思いま

す。皆様の更なるご協力をお願いします。

　本日は、今野さんの卓話です。楽しみです。

宜しくお願いします。

○地区関係

１）6/6 に新旧会長幹事会が開催され福村さ

ん、増田さん、漆原さん、私が参加して参り

ました。現会長幹事の皆様は安堵感に溢れて

いた気が致します。

２）6/28 ㈯に青少年交換留学生の終了式がナ

ビオス横浜で予定されています。

３）6/28 ㈯に鶴峰 RC の最終例会がキャメロッ

トジャパンにて 18 時より開催されるとの連絡

が入りました。6/21 までに人数をお知らせす

る必要がありますので、参加予定の方は、こ

れから出欠表を回しますので、福村幹事まで

お知らせください。

○クラブ関係

１）6/25 の今期最終例会は、夜間例会となり

ます。

２）6/4 夜に理事役員会を開催しました。安

藤年度最後の役員会となりました。内容は後

ほど福村幹事よりお伝えします。

３）交換留学生ナムフォンさんの送別会を企

画しました。詳しくは青木さんより後ほどご

案内があります。7月 8日㈫ 18時から謝朋殿、

会費 3,000 円です。

４）例会準備の件

　月ごとに当番を決めましたが、ご都合の悪

い方は必ず代わりの方にお願いしてください。

因みに私は基本的に空いていますので、お気

軽にお声をお掛けください。

５）畠山重忠慰霊祭が 6/22 ㈰午前 10 時より

鶴ヶ峰本町の薬王寺にて開催されるとの連絡

が旭区観光協会からありました。私が参列し

て参ります。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜鶴峰ロータリークラブ

日時　６月 28 日㈯最終移動例会

　　　点鐘　18 時

場所　キャメロットジャパン

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　６月 20 日㈮→移動例会　点鐘　19 時

場所　箱根小涌園

日時　６月 27 日㈮

場所　eモール２階　会議室　

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　６月 24 ㈫夜間移動例会、年度末懇親会

　　　点鐘　18 時

場所　あいちや　℡ 045-311-2528

■小澤ガバナー補佐より挨拶　　　　　　　

　皆様、こんにちは。私の任期も後３週間と

なりました。本日はそのお礼のご挨拶にお伺

いしました。

　ガバナー補佐を拝命しまして、あっという

間の１年間でございました。各クラブ訪問か

ら始まり、ガバナー補佐協議会やガバナー公

式訪問そして地区大会、また８クラブ合同夜

間例会や IM の開催など、皆様の暖かいご指導

とご支援によりまして無事その職務を全うす

ることが出来ました。この間いたらぬ点が多々

あったかと存じますが、ロータリーの温情に

免じてお許しをいただければと存じます。１

年間本当にありがとうございました。

■杉本次期ガバナー補佐ご挨拶　 

　ただ今ごご紹介いただきました、新横浜 RC

の杉本と申します。次年度ガバナー補佐をさ

せて頂きます。

　自己紹介を簡単にさせて頂きます。職業分

類は税理士です。本日卓話の今野先生は、先

輩になります。ロータリー歴は1997年に入会、



■ブラジルの国名由来について　  二宮　　登

　いよいよサッカーｗ杯が開幕されます。ブ

ラジルの国名は「パウム・ブラジル」マメ科

の樹木で、みきから出る樹液を布の染色に使

用しました。ブラジルの国名はこの木「パウム・

ブラジル」が由来しています。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

小澤　操殿 ( 第 5G ガバナー補佐・瀬谷 RC) ／

お世話になります。本日はガバナー補佐退任

のご挨拶に伺いました。１年間ご指導、ご支

援ありがとうございました。

杉本賢司殿 ( 新横浜 RC) ／次年度第 5G のガバ

ナー補佐を務めます。本日は挨拶にまいりま

した。１年間よろしくお願いいたします。

安藤　公一／①第 5G ガバナー補佐小澤様、次

期ガバナー補佐、杉本様、ようこそお出で頂

きました。これからもどうぞ宜しくお願い申

し上げます。②今野さん、本日の卓話宜しく

お願いします

福村　　正／①小澤第 5G ガバナー補佐、杉本

次期ガバナー補佐をお迎えして。②来週水曜

日夜に母親が演奏会を行います。入場無料で

すのでお時間があればお越し下さい。場所は

みなとみらい小ホールです。娘もチョイ役で

出してしまいます。親バカです！

今野　丁三／①職業卓話をやらせていただき

ます。よろしく…②杉本様、次年度よろしく

お願い致します。

安藤　達雄／今野さん本日の卓話楽しみです。

関口　友宏／綿貫さんのご回復を祝して。

綿貫　守一／①今野さん、大変に興味津津で

す。良く教わって帰ります。②私事で、皆様

に心配をおかけ致しました。

岡田　清七／今野会員、卓話久し振りに楽し

みに聞かせていただきます。

内田　　敏／小澤ガバナー補佐ようこそ。一

年間ご苦労さまでした。

吉原　則光／梅雨時らしい例会となりました。

今野さんの卓話、大変有意義な内容でしっか

り聴きたいと思います。

漆原恵利子／①小澤様、杉本様ようこそ。お

疲れ様でした。そしてよろしくお願いいたし

ます。②今野さん、卓話楽しみです。

市川　慎二／①ガバナー補佐小澤様、杉本様、

御多忙中、お越し下さりありがとうございま
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鶴峰の青山ガバナーの年度です。2008 ～ 09

年度にクラブ会長をやらさせて頂きました。

縁あって次年度こういう役回りとなり、ガバ

ナーとのパイプ役として、いろいろと働かせ

て頂きます。どうぞよろしくお願いします。

■ロータリー財団より
○ロータリー財団年次基金寄付のお願い

　今年度から始まりましたロータリー財団未

来の夢計画も順調に推移しておりますが、残

念ながら昨年同時期にくらべ、年次基金並び

に恒久基金の寄付額がやや下回っております。

年次基金は、目標の１人当たり 120 ドルです。

是非目標寄付額になるようご協力を頂きたい

と思います。

　寄付の予定のある方は RI への手続きの都合

上、6/18 ㈬の例会までに事務局にお願いしま

す。　　　 ＊６月のレート　１ドル＝ 120 円

■ IM 委員会               　   五十嵐　正

　IM の報告書が出来ましたので、ご報告いた

します。今回の IM のテーマは皆様ご存知のと

おり、各クラブ共通の課題としている会員増

強を受けて「今改めて問われるロータリーの

魅力とは」とし、いろいろなクラブの方々か

らご意見を頂戴しております。特に報告書の

表紙をご覧下さい。その言葉、一つ一つにヒ

ントがあります。その中で何か気になる言葉

がありましたら、本文にその意味が書かれて

おります。なぜ「ニコニコレポート」なのか、

「身近な気づき」と、どう会員増強が関係する

のか、是非一読頂き、クラブ活動に活かして

頂ければ幸いです。

■青少年委員会                 青木　邦弘

　ナムフォンさんが 7/16 ㈬に帰国します。

7/8 ㈫ 18 時より謝朋殿にて送別会を開催いた

します。皆さんご参加のほどよろしくお願い

致します。会費は一人 3,000 円です。
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す。②今野さん、卓話楽しみです。

田川　富男／今野さん、職業卓話お願いしま

す。会計、むずかしいです。

二宮麻理子／今野さん、本日の卓話楽しみに

しています。

北澤　正浩／今野さん、卓話楽しみにしてお

ります。

五十嵐　正／①小澤ガバナー補佐、一年間お

疲れ様でした。また色々と御迷惑をお掛けし

て申し訳ありませんでした。これに懲りずに

ガバナー目指して下さい。②新横浜 RC の杉本

さんよろしくお願いします。

■職業卓話　　                 今野　丁三

　今日は職業卓話ということでお時間をいた

だきました。旭ロータリークラブに入会させ

ていただいて 42 年余りとなりました。

　実は昨年５月に私の事務所を法人化しまし

た。これは発展的というより私も年齢が 80 歳

に近づいていますので、仕事も定年間近。事

務所と職員の仕事の継続を考えてのことです。

　最初の職業卓話は入会１年目位だったと思

います。今回は何回目かわかりませんが、２

年～３年に１回として十数回になると思いま

す。その時の職業卓話は確か「交際費について」

というタイトルを付けたと思います。

　税理士を開業５年～６年、当時仕事も順調

で、お客さんとの交際も多かったので卓話と

しては的を得ていたと思います。今では「交

際費」という題では、とてもじゃないが 30 分

は持ちません。しかし、せっかくの機会です

ので、交際費課税の改正を若干したいと思い

ます。

１）取引先との飲食で１人 5,000 円未満は交

際費から除くことができる。

２）資本金１億円以下の中小法人は、定額控

除が 600 万円、但し 10％は損金不算入であっ

たが、改正後は 800 万円まで全額損金算入と

なった。

３）全法人、飲食費の 50％は損金算入。但し

社内の接待費は含めません。

※中小法人は２）３）の選択可能

○所得税の主な改正

１）税率

現行　　　　　　　　　改正案

適用課税所得　税率　適用課税所得　税率

195 万円以下の金額　 5％　　　同　左

330 万円〃　　 10％　　　同　左

695 万円〃　　 20％　　　同　左

900 万円〃　　 23％　　　同　左

1,800 万円〃　　  33％　　　同　左

1,800 万円超〃　   40％ 4,000 万円以下の金額　　40％

　　　　　　　　　  4,000 万円超の金額　　 45％

* 上記の改正は、平成 27 年分以降の所得につ    

いて適用する。

２）上場株式の配当金

　所得税 ７％　住民税 ３％　　計　　10％

　（改正）15％　住民税 ５％　  計    20％

　　…非上場は変わらず。

３）住宅取得控除

　25 年分　借入金 2,000 万円まで　 １％　

　　　　　 累計　　200 万円まで

　（改正）　認定住宅 3,000 万円まで　 １％

・省エネ、耐震住宅等の改修

　太陽光発電、潜熱回収型給湯器など

・特定増改築　５年間　１％～２％

　バリアフリー、断熱改築

○地方税関係（国民健康保険税）

１）後期高齢者支援金等課税

　　課税限度　　14 万円　→　16 万円

２）介護納付金課税

　　課税限度　　12 万円　→　14 万円

３）国民健康保険税の拡充

　　　　　　　　35 万円　→　45 万円

○相続税の主な改正

１）相続税の基礎控除の引下げ。

２）相続税及び贈与税の税率構造の見直し。

　　いずれも「相続税の仕組み」参照

３）相続時精算課税の見直し。

　　①受贈者　　20 歳以上の孫が追加

　　②贈与者　　65 歳以上が 60 歳以上



　手間取る。

③相続人の把握とその関係書類の収集に時間

　を要するとき。

○法人税収

　2013 年度の法人税収は見込みより最大１兆

円は増加の見込みとか…　３月決算の上場企

業の納税額は、５割も増えたそうです。中小

は小幅増にとどまる見通しです。

　法人税収は、リーマンショック前（2007 年）

は、約 15 兆円。その後どんどん落ちて 2009

年は半分の７兆円。

　2013 年度予想は 11 兆円を上まわるといわ

れております。

主な上場企業の納税額の予想（一部分だけ）が

８日の日経新聞に以下のとおり出ていました。

（富士重工業は、前期納税６億円、 今期は　　

　1,006 億円とか…）

　以上から安倍首相は、来年度より法人税の

実効税率の引き下げに着手すると明言してい

ます。

｛実効税率｝

利益に対する法人税、住民税、事業税の合計

の割合　現在は　35.64％

　外国の例　

　　　アメリカ　40％超　

　　　ドイツ　　29％　

　　　英　国　　23％

　　　中　国　　25％　

　　　韓　国　　24％

　日本もアジア各国並みに 25％前後まで下げ

られるか…

　しかし、グローバル化に対応しつつ、少子

高齢化に備える財源も必要で、法人減税、小

増税と世界の潮流に合わせた税制改革を迫ら

れています。

■次週の卓話 (6/25)　
　 最終例会　　夜間例会　18 時点鐘　　
　                           場所　例会場        　
                     週報担当　内田　　敏
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４）非上場株式等に係わる相続税、贈与税の

基本的な見直し。

①経営承継相続人等の要件のうち、非上場会

　社を経営していた被相続人の親族であるこ

　との撤廃。

②経済産業大臣による事前確認制度を廃止す

　る。

③適用対象となる資産保有会社、資産運用会

　社の要件についての見直し。

・常時使用する従業員数が５人以上の要件は、

　経営承継相続人等と生計を一にする親族以

　外で判定する。

・商品販売、貸付等を行っていることの要件

　について、経営承継相続人等の同族関係者

　等に対する貸付金を除外。

○最近２～３年の特異な事例

◎Ｍ＆Ａに関する該当企業の業績、

　財産状況の検討

内容検討に数日を要するが…

①相手先の経営者及び管理職から会社概要に

　ついての聞き取り

②帳簿類の閲覧、証票書類の確認

③預金、固定資産、権利、債務等の残高確認

④諸契約の内容精査

⑤従業員等の人事に関する事項の確認

◎遺言書の作成にあたっての財産評価の依頼

①特に不動産の評価と相続税の見積

②財産分割案に対する意見聴取

* 財産内容によっては、数カ月の長期間を要

する。

◎相続税の申告に関する複雑事案が多い。

①不動産の内容が多岐にわたっている場合。

②預金、有価証券の移動が多く、その整理に
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出席者

日時 平成26年6月4日（水）　 安藤公一 青木邦弘 福村　正 増田嘉一郎 新川　尚

18時30分～ 太田勝典 田川富男 後藤英則 漆原恵利子 今野丁三

欠席者

場所 クラブ事務所 倉本宏昭 千葉和裕 佐藤真吾

【報告事項】

地区： 6/6　18:00～ 会長幹事会 三ツ境ライフ4F 安藤、福村、増田、漆原

6/14　14:00～ 財団地区奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ桜木町ピオ5F 新川

ｸﾗﾌﾞ： 6/25　18:00～ 夜間例会

6/11　例会時　 小澤ガバナー補佐(現)、杉本ガバナー補佐(次期)来訪

交換留学生： 6/29 修了式 ナビオス横浜 青木

7/16　帰国
7/8　送別会 18:00～ 謝朋殿

5月収支 本会計 昨年同月対比（詳細別紙） ②交換留学生会計

収入 10,032,220 98,013 収入 1,842,038

支出 9,513,307 397,071 支出 1,410,561

収支合計 518,913 -299,058 収支合計 431,477

特別会計 ③新地区補助金

収入 1,451,000 -64,977 収入 658,080

支出 260,353 -116,658 支出 658,080

収支合計 1,190,647 51,681 収支合計 0

①合算（留学生勘定は除く） 昨年対比 総合①＋②＋③

収入 11,483,220 33,036 収入 13,983,338

支出 9,773,660 280,413 支出 11,842,301

収支合計 1,709,560 -247,377 収支合計 2,141,037

今後昨年通りの入出金があった場合、期末段階で約130万円の剰余金が見込まれる。

これには、交換留学生会計は含まれない。

【審議事項】

1 鶴峰RC終結に伴う新プロバスクラブ設立への提唱クラブ要請の件

⇒　要請を受諾する。鶴峰RCよりプロバスクラブの説明をお願いする

2 本年度剰余金処分案（50周年積立を含む)の件 ⇒　50万円の積立するベースで調整する

3 交換留学生会計処分案の件 ⇒余剰金よりホストファミリーの方々に謝礼を差し上げる

最終決算は9月中の見通し

4 次年度移籍会員扱いの件 ⇒桜田裕子氏（港南台RC）、佐藤利明（鶴峰RC）手続開始

5 内田敏氏出席免除会員申請の件 ⇒承認

6 その他

【確認事項】

1 倉本氏へのお見舞い金を今期中にお渡しする。

以上

2013～2014年度　　第14回理事(役員）会議事録


