
■司　　会　ＳＡＡ　市川　慎二

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　田川　富男　

■出席報告

■本日の欠席者　　
斉藤、後藤、福村、松本、二宮（麻）

■他クラブ出席者　　　
鈴木（地区）

■会長報告
　皆様こんにちは、まだまだ寒い日が続いて

おります。体調にはくれぐれも気をつけて頂

きたいと思います。

　本日はインターアクトクラブ存続について

の協議経過をご説明したいと思います。昨日、

これまでの協議経過をまとめたものを皆様に

FAX 致しました。（2 頁参照）これまで、商大

高校の理事長の真意を確かめるべく協議を重

ねてきましたが、理事長にはロータリークラ

ブ、インターアクトクラブの存在意義、精神

を受容、理解する意思は無く、関係を改善す

る意欲も無いと判断せざるをえない状況とな

りました。インターアクトクラブには学校と

ロータリークラブと地区の密接な連携協力が

必要不可欠です。しかし、学校のトップであ
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る理事長がロータリークラブ嫌いを公言して

いる状態では望むべくもありません。すでに

理事会ではインターアクト廃止の議決をして

おります。現高校３年生が卒業する３月をもっ

てインターアクトクラブ提唱を中止とします。

この件に関して、ご意見、ご質問のある方は

２月 16 日までにメール、ファックス、手紙の

いずれかの方法で、新川までご連絡ください。

○地区関係

１）第 54 回ロータリアン展作品募集のご案内

会期　４月 18 日～ 23 日

会場　ガレリアセルテ 関内駅北口セルテ３Ｆ

申込締切　３月 20 日

　このロータリアン展はクラブの枠を超えた

趣味の交流、親睦の場となっております。皆

様の奮ってのご出品をお待ち申し上げており

ます。詳細は事務局までご連絡ください。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

日時　３月 17 日㈭　夜間例会へ変更

　　　創立記念例会　点鐘　午後６時 30 分

日時　３月 24 日㈭　通常例会

　　　県立横浜国際高校

　　　インターアクトクラブ参加

日時　３月 31 日㈭休会　

■ IM について
日時　2016 年２月 27 日㈯

場所　新横浜国際ホテル　クイーンズホール

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

修正出席率 　     100％本日の出席率   79.17 ％

本日の出席数      19  名会  員  数 　 　 　 32  名
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登録　12 時 30 分　開会　13 時 30 分

テーマ「平和と多様性」

ホストクラブ　横浜あざみロータリークラブ

プログラム

第１部　グループ内のクラブの活動報告

第２部　講演と歌

・講演者　小泉　凡

　「オープンマインドを現代に活かす」

　1961年東京生まれ。大学で民俗学を専攻後、

　文化資源を発掘し観光に生かす実践研究や

　子どもの五感力育成をめざすプロジェクト、

　子ども塾で塾長として活動。小泉八雲のひ

　孫にあたる。日本ペンクラブ会員。

・短編物語オペラ「雪女」より

　青山　恵子（メゾソプラノ）

第３部　懇親会

■インターアクトクラブ存続についての協議
経過
2015 年 4/27

　佐藤青少年奉仕委員長、兵藤元会員が商大

高校理事長を訪ねる。インターアクトクラブ

を続けるか？

・サマーミーティング、地区大会、年次大会、

　海外研修等があるが、生徒、顧問教諭、学

　校として積極的に協力できるか？

・ロータリークラブ、インターアクトクラブ

　の存在意義、精神を理解してもらえるのか？

　会談の結果、学校側の態度は消極的である

が、存廃の決定はロータリークラブに従うと

の回答だった。

2015 年 5/3

　商大高校前理事長逝去、同日現理事長より

インターアクトクラブを続けていくとの意思

表示の FAX が届く。

2015 年 5/27

　クラブ理事会にて、インターアクトクラブ

廃止の決議採択。

2015 年 7/8

　佐藤青少年奉仕委員長、新川が商大高校顧

問教諭河野氏、草柳氏を訪ねる。商大高校理

事長からの FAX を提示し、真意を尋ねる。

・各地区行事に参加協力できるのか？

・4/27 日と 5/3 の内容は矛盾するが、どちら

　が真意なのか？会談の結果、理事長に確認

　の上、返答するとのこと。

2015 年 12/2

　佐藤青少年奉仕委員長、新川が商大高校顧

問教諭河野氏草柳氏を訪ねる。前回の返事は？

・年次大会に学校施設を提供することは、日

　時は限定的なものになるが、可能である。

　地区行事には学校行事や職務多忙な為、必

　ず参加する約束は出来ない。

・理事長の真意は直接聞いてもらいたい。

　会談の結果、日時を調整し、理事長と面談

することとなった。

2015 年 12/8

　佐藤青少年奉仕委員長、新川が商大高校理

事長、顧問教諭河野氏を訪ねる。12/2 までの

経緯を双方にて再確認し、理事長に真意を尋

ねる。

・インターアクトクラブを続けていく用意は

　あるが、是が非でも続けたいというわけで

　はない。

・あくまでも存廃の決定権はロータリークラ

　ブ側にある。

・この件について、ロータリークラブ例会に

　出席、説明する意思はない。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／今野さん、卓話宜しくおねがい

します。

市川　慎二／今野さん、本日の卓話宜しくお

願い致します。

今野　丁三／卓話当番です。つたない卓話に

なると思いますが、よろしくお願いします。

遠慮なく眠っていてけっこうです。

吉原　則光／今野さんの卓話楽しみです。よ

ろしくお願いします。

安藤　公一／今野さん、卓話宜しくお願いし

ます。

青木　邦弘／今野先生、卓話よろしくお願い

します。

五十嵐　正／今野さん、卓話楽しみです。よ

ろしくお願いします。

佐藤　利明／今野先生、卓話よろしくお願い

します。

杉山　雅彦／寒さ続いておりますが、今週末

は暖かくなるみたいです。春はもうすぐです。

今野会員、卓話宜しくお願い致します。

漆原恵利子／今野さん、卓話よろしくお願い

します。わかりやすい税の知識の解説を期待

します。

鈴木　茂之／みなさん、こんにちは。本日の



卓話、今野さんよろしくお願い致します。楽

しみにしています。

佐藤　真吾／今野さん、卓話宜しくお願い致

します。

北澤　正浩／今野さん、卓話楽しみにしてお

ります。

■卓話 　税法改正　　　　　　　今野　丁三

○ 25 年より

・教育資金　贈与信託

　25 年 4 月スタート　

　27 年３月現在　約 12 万件　8,000 億円

　安定的に増加している…

○ 27 年より適用

・簡易課税

　仕入率の変更　10， 20， 30， 40， 50％，

　　　　　　　　60% が追加

　金融業、保険業 4種（60%） → 5 種（50%）

　不動産業　  　 5 種（50%）→ 6種（40%）

・相続税法

 相続税　

　基礎控除の縮小

　　5,000 万円→ 3,000 万円

　相続人 1名当り

　　1,000 万円→ 600 万円

　最高税率の引き上げ

　相続税　6億超　　　50% → 55%

　贈与税　4,500 万超　50% → 55%

　* 特例（親から子）

　　贈与財産 200 万～ 4,500 万

　　若干の税率縮小

◎評価事例

・小規模宅地の減額

　特定居住用 80% 減額（330 ㎡まで）

・広大地の評価

・タワーマンションの節税策

　価格が時価との差が大きい

　（財産評価基本通達 6項の適用）
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　「この通達の定めによって評価することが著

　しく不適当と認められる財産の価額は国税

　庁長官の提示を受けて評価する」

※通常の評価と時価（売買実例 346 件）

　　　　最大 6.9 倍（平均 3倍）

◎相続事例

　記載省略

○ 28 年より

・財産債務調書

　所得 2,000 万以上　

　財産価額 3億以上（有価証券 1億以上）

　インセンティブあり…

　万一のときの加算税 5% 減（増もあり）

　国外財産調書

　不提出には罰則あり

・法人税実行税率

　現行 32.11% → 29.97% 

　（30 年 4 月より 29.74%）

・減価償却（28 年 4 月 1 日取得より）

　建物附属設備、構築物…定額法

　少額資産（一時償却）

　中小企業（従業員 1,000 超を除く）

　2年間延長

○今後の予定

・遺言控除（自民党の特命委員会案）

　基礎控除の増により、

　数十万～数百万円減税…

・所得税の０税率　　

　制度の単純化

　基礎控除や配偶者控除を廃止→

　一定額まで０税率

　例・ドイツ 121 万円、フランス 141 万円迄

相続税
　25 年中の死亡者数　　

　246,521 人 ( 前年比⊕ 1.1%）

　うち相続税対象者　被相続人 18,136 人

　　　　　　　　 （⊕ 0.3%）課税割合 7.4%

　相続人　　　43,714 人（⊕ 3.9%）

　課税価格　　4兆 4,200 億円（⊕ 9.2%）

　税額　　　　6,627 意円（⊕ 18.9%）

　改正 (基礎控除 )後の申告　

　27 年 11 月 2 日より　申告対象者は、1.5 倍

■次週の卓話
2/24 ㈬  　「旅行の思い出」　　　　　　　　
　　　　　斉藤　善孝会員    
　　　　　　　　　 週報担当　　杉山　雅彦
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2015～2016 年度 第十三回 理事会議事録 

日時 平成 28 年 2 月 3 日㈬ 
             18 時 30 分より 
 
場所 クラブ事務所 

出席者 
新川 尚 青木邦弘 関口友宏 佐藤真吾 田川富男   
二宮麻理子 増田嘉一郎 市川慎二 
欠席者 
安藤公一 太田勝典 福村 正 五十嵐正 

【報告事項】 
地区  
  ２月５日㈮15：00～   地区研修セミナー    ソシア 21            鈴木 

２月 20 日㈯）、21 日㈰ RYLA 見学      横浜市野島青少年研修センター  佐藤真吾 
２月 23 日㈫       ロータリー創立記念日 
２月 27 日㈯13：30～   ＩＭ          新横浜国際ホテル 
２月 28 日㈰17：00～  2015 年度米山奨学生終了式   

キャメロット      新川、二宮麻理子 
クラブ  

２月３日㈬18：30～  第十三回理事会          クラブ事務所 
２月 26 日㈮       岩沼 RC 友好 4 周年  

   ３月２日㈬18：30～  第十四回理事会     クラブ事務所 
 クラブ会計報告 
【審議事項】 

1  地元高校生の被災地派遣について   
来週、商大高校と打ち合わせ後、災害復興支援委員会と話し合う。       承認 

2 岩沼 RC との親睦旅行について 
  北澤親睦委員長より、旅行についてのプランが提出された。 

理事会で議論した結果、再度プランを検討する事になった。          承認 
3 例会場変更について 
  昨年度より例会場、クラブ事務所等の変更について検討を重ねてきた。  

理事会としては、現クラブ事務所兼例会場とするか、関口会員の㈱カナエル 
４階会議室をクラブ事務所兼例会場としてお借りする 2 つの案に絞られた。 
新川会長から素案が提出され、コストパフォーマンス等を踏まえた原案を 
青木会員が作成し、各会員に配布する。                   承認 

4 その他 
①ロータリー平和フェローシップ修士号プログラムへの応募希望のメールが 
クラブ宛てに届き来週再来週の例会に招き応募資格等の確認をし、面接する。 

     ②商大高校インターアクトの今後について、これまでの経緯を説明した文書を配布。 
     ③3/16 第 2 回体験例会卓話者としてマリークリスティーヌ様の予定をしていたが、 
      相模鉄道㈱社長または役員と変更になった。 
     ④4/20 例会時の外部卓話の候補者を募集したい。 
     ⑤元会員、木村利夫氏がお亡くなりになられた。               承認    

 


