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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

2日程前から涼しさを通りこして朝晩は肌寒さ

さえ覚えるようになりましたが、皆さん、お変わ

りありませんか。本日は沢山のお客様をお迎えし、

また、会員も多数出席され例会場が盛り上がって

おります。 

そして、フィンランドからの交換留学生のマル

ユッカさん、ようこそいらっしゃいました。留学

生活が楽しく充実したものであることをお祈りい

たします。また、坂田さん、マルユッカさんをよ

ろしくお願い致します。これから約1年間当会も全

力を挙げてサポート致します。 

さて、先週末から日曜にかけ東京近辺に行って

まいりました。土曜日は朝の新幹線で東京に行き、

友人の法律事務所で打合せをしたのち車で一路山

梨県へ、山中湖の湖畔で温泉に入ってから夜は山

越えして静岡県の御殿場で自衛隊の夜間演習を観

覧しました。尖閣問題を想定した演習で、鼓膜を

破るほどの発射音や炸裂音の大音響のなか約 30

分で演習は終わりましたが、その迫力に圧倒され

ました。 

翌日曜日も午前中に軍事演習が予定されていま

したが、私は千葉にいる 96 歳の母に会うため早

朝に山中湖畔を出発し新宿経由で成田へ行き、姉

や弟と合流して母と一緒に鰻料理を食べました。 

年老いた母は食欲旺盛で、今でも私のことを心配

してくれており、いくつになっても母親とは有り

難いものだと実感しました。 

1．9 月 12 日開催の戸田ガバナー補佐ご臨席の第

2 回クラブ協議会の案内 年次計画書に記載

の内容に変更のある委員会につきましては 9

月 1 日が提出期限となってますので提出お忘

れ無くお願いします。 

2． 今年度のインターシティミーティングの案内 

出欠返事は 9 月 1 日迄にお願いします。 今

回の IM は個々のクラブが 5 名迄会員でない

方も参加出来ますので、入会候補の方などお

られる方はお誘い下さい。 

3．次週 9 月 5 日例会終了後予定しておりました

臨時総会は 1 週延期して 9 月 12 日の例会終

了後開催とさせて頂きます。 

姉の父親は姉が 1 歳の時インパール作戦で戦死

し、姉には父親の記憶が全くありませんが、姉は

父親が戦死したとされるミャンマーとインドの国

境付近を訪問することを計画していると話してい

ました。戦争と平和の意味について考えさせられ

た 2日間でした。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    
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2014 年 9 月 5 日 第 1509 回例会 

◎本日のプログ◎本日のプログ◎本日のプログ◎本日のプログラムラムラムラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((9999 月月月月 12121212 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ガバナー補佐懇談会（･ガバナー補佐懇談会（･ガバナー補佐懇談会（･ガバナー補佐懇談会（11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢手手手手のひらを太陽にのひらを太陽にのひらを太陽にのひらを太陽に｣♪｣♪｣♪｣♪    

････クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会((((ガバナー補佐ご臨席ガバナー補佐ご臨席ガバナー補佐ご臨席ガバナー補佐ご臨席))))    

･臨時総会･臨時総会･臨時総会･臨時総会    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「のばらのばらのばらのばら」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢｢｢｢奉仕の理想｣奉仕の理想｣奉仕の理想｣奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････クラブクラブクラブクラブフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム((((社会奉仕委員会担当社会奉仕委員会担当社会奉仕委員会担当社会奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢規模規模規模規模にあった奉仕活動についてにあった奉仕活動についてにあった奉仕活動についてにあった奉仕活動について｣｣｣｣    

岡田岡田岡田岡田    耕平委員長耕平委員長耕平委員長耕平委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「歌の翼に歌の翼に歌の翼に歌の翼に」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

日 時：2014年 8月 29日(金) 

審議議案： 

1．3.11 震災支援特別委員会より、9 月 16 日(火)

｢今年度の支援に関する意見交換｣を目的に相

馬 RCを訪問する事にしています。この訪問の

案内を全会員に実施し参加者を募る旨、承認。 



福井・・・今日も暑いですね。 

長谷・・・9 月 1 日新入会員歓迎会に出席でき

ずすいません。本日の卓話小田さま、

楽しみにしています。マルユッカさ

ん、ようこそおこし下さいました。 

金髙・・・マルユッカさんの一年間の留学が楽

しく充実したものになりますよう

に。松浦さん昨日ありがとうござい

ました。 

木村・・・何もありませんが。 

小林・・・先週欠席のお詫びです。 

河野・・・マルユッカさん、ようこそ！大蔭さ

ん有難うございました。本当に楽し

かったです！ 

中村(不)・先日は、大蔭さん、環さん、河野さ

ん、ありがとうございました。楽し

い 1日でした。 

中村(匡)・早退のお詫び。 

中野・・・Welcome マルユッカさん。 

岡本・・・マルユッカさん、ようこそいらっし

ゃいました。 

大本・・・マルユッカさん、坂田さんようこそ！

和田幸大さんようこそ！小田様よう

こそ！ 

佐々木・・久しぶりです。お盆に三泊七日という

強行スケジュールで海外に行ってき

ました。 

瀬尾・・・小田さん、代理卓話よろしく。 

竹森・・・マルユッカさん、ようこそいらっし

ゃいました。 

｢｢｢｢相続税のイロハ相続税のイロハ相続税のイロハ相続税のイロハ｣｣｣｣    
税理士税理士税理士税理士    小田小田小田小田    啓太氏啓太氏啓太氏啓太氏    

    ((((瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一会員紹介公一会員紹介公一会員紹介公一会員紹介)))) 

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

――――    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    ――――    

・・・・クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    岡本岡本岡本岡本    雄雄雄雄介介介介    

新入会員歓迎会の場所が変更になりました。9

月 1日（月）18:00から帝国ホテル大阪 23階アポ

ロンの間です。お間違えのないようにお願いしま

す。 

・・・・会員増強会員増強会員増強会員増強委員会委員会委員会委員会    
委員長委員長委員長委員長    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝 

8 月は会員増強月間です。良き友のご紹介を宜

しくお願いいたします。尚、8 月 1 日に行いまし

た委員会卓話の際、アンケート用紙をお配りしま

したが、まだ提出されていない方は次週ポスティ

ングしておきますので、早急に事務局まで提出お

願いいたします。 

・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿 

地区より 2014年秋の上級 RYLA のご案内が届

いております。青少年の持つ指導者としての資質

を啓発すると共にその知識と技術の向上に役立つ

為のものです。テーマ「若者よ 羽ばたこう！飛び

出そう！世界の空へ！」になっています。 

日程は 10月 11日～13日、場所：開校式は大阪

科学技術センター8Fで行われ、研修は大阪府立少

年自然の家で行われます。参加対象者は、初級

RYLA修了者になります。ご協力お願い致します。 

安倍政権になってか

ら、税制改正が計画実施

されています。法人税改

革(法人税減税)が議論さ

れる一方、消費税増税が

本年４月から実施され、

また来年度以降にも10パ

ーセントの税率による増

税が議論され、あとは実

鹿野会員の勤務先電話番号と FAX 番号が変更と

なりましたのでお知らせいたします。 

TEL(旧)06-6975-3090→(新)06-6975-1007 

FAX(旧)06-6975-3099→(新)06-6975-1008 

ロスターの変更をお願いいたします。 

皆さんこんにちは！ 

私はマルユッカと言

います。18 歳のねずみ

どしです。サンタさんも

住んでいるフィンラン

ドのロヴェニエミ市か

ら来ました。 

日本に留学に来た理

由は日本語と日本の文化を勉強することです。特

に日本語に結構前から興味があって今は 2 年間く

らい勉強しています。いつかペラペラに話せるよ

うになりたいのでこれからがんばりたいと思いま

す。よろしくお願いします！ 

施の時期の問題とされています。 

消費税増税では所得水準の低い家計の税負担が

増し、一方でこれから実施される相続税や個人所

得税等の増税により、所得の高い家計や富裕層に

対する課税強化によって税負担のバランスを目指

そうとしているようです。特に来年1月より施行さ

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44444444,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥537537537537,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

9999 月月月月 12121212 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

――――    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ――――    



青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    
2014年8月30日(土)15時～20時まで3部制で、

｢来日学生オリエンテーション・帰国学生報告会お

よび歓迎会｣がシティプラザ大阪で行われました。 

第 1 部は、来日学生オリエンテーションからで

した。フィンランド・アメリカ・フランス・カナ

ダ・ブラジルから第 2660 地区に交換留学生とし

て来日された学生たちが初めて集まりました。ホ

ストファミリーに連れられ、学生たちは緊張した

面持ちでオリエンテーションに臨んでいました。 

山本委員長のあいさつの後、自己紹介を行って

もらいました。日本語が良くできる学生も居れば、

ほぼ英語の学生も居ました。当クラブ受入学生の

マルユッカさんの自己紹介は、参加者皆さんが感

心するぐらい日本語が上手でした。 

磯田副委員長が日本での暮らし方や注意事項な

どをレクチャーし、フォローとして太田委員が英

語で伝え 4D ルールや門限などをしっかりと聞い

ていました。 

休憩後、第 2 部帰国学生報告会です。5 名の学

生がアメリカ・フランス・カナダでの留学生活を

短い時間の中、楽しいことをいっぱい詰め込んで

報告してくれました。講評としては、留学する前

よりも堂々とした姿に変わったと言う事でした。 

帰国報告が終わり、部屋を変えて第 3 部の歓迎

会の始まりです。山本委員長と挨拶の後、泉ガバ

ナーの乾杯の挨拶。英語で難しいことをおっしゃ

――――    青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生報告報告報告報告    ――――    

地区職業奉仕副委員長地区職業奉仕副委員長地区職業奉仕副委員長地区職業奉仕副委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    
今年度泉ガバナーの新しい試みとして 55 歳以

下(後日新しく入会された方も対象となる)のロー

タリアンを対象に 8 月 12 日(火)18 時より太成閣

に於きまして｢研修セミナー｣が開催されました。

主管は地区クラブ奉仕委員会です。 

 堅苦しい挨拶はほとんどなく、席もくじ引きで

決まりましたので、それぞれ他クラブの初対面の

方々と円卓を囲んで楽しい時間を持つことができ

ました。 

前半地区職業奉仕委員会が担当し、｢ロータリー

は人づくり｣というテーマで木越地区職業奉仕委

員が基調講演を行い、そのあと｢リーダーに必要な

資質とは｣というテーマでテーブルディスカッシ

――――    若手ロータリアン研修セミナー報告若手ロータリアン研修セミナー報告若手ロータリアン研修セミナー報告若手ロータリアン研修セミナー報告    ――――    

れる相続税増税については、税率アップに加えて

基礎控除の40パーセントの引き下げによる今ま

で対象とならなかった家計までがその対象とな

り、広い税負担とまた富裕層に対する課税強化並

びに増税が実施されることになりました。 

(旧) 

基礎控除5,000万円＋1,000万円×法定相続人 

・・・・・最高税率50パーセント 

(新) 

基礎控除3,000万円＋600万円×法定相続人 

・・・・・最高税率55パーセント 

上記を超える財産に対して相続税が課されます。 

相続問題に関して大きく問題となるのは次の3

つのものが考えられますので、バランスよく解決

する必要があります。 

１．分割の問題 

遺留分の対策はできているか、分割で遺恨を

残さないのか 

２．相続税節税問題 

そんなに相続税を支払うのか 

３．納税資金問題 

相続税の納税ができるのか 

分割、節税を考えるにあたって生前に財産分与

をする方法を生前贈与と呼びますが、贈与の枠は

年間110万円を超える財産に対して来年度からは

10~55パーセントの贈与税が課されるため、その

贈与の方法には双方の意思表示や贈与後の財産管

理等をする等して慎重を期する必要があります

が、時間軸での贈与プラン想定により納税総額を

節税できる場合もあります。 

最後に相続税申告に関する税務調査は、4件に対

して1件の割合で行われています。特に財産調査の

中でも大きな割合を占めるものが現金預貯金であ

り、その他の財産も含めて非違割合は実に 

81.6パーセントに達しています。安易な親子間、

子供孫の間、兄弟姉妹の間に財産を移動させるこ

とは税務調査での非違に繋がり、追徴税が課され

ることになります。 

ョンをしました。 

 後半はミニコンサート、ガバナーへの質問等々

があり、あっという間に 2時間が過ぎました。 

その後の地区職業奉仕委員会で今回の研修セミ

ナーの反省を行いました。音楽の音量が大きすぎ

て同じテーブルの方との話ができなかったなどの

ご意見はあったものの、それらはやってみて初め

てわかるものであって、｢今回の泉ガバナーの取り

組みには同感できる｣という意見が大半でした。 

私も隣に入会 1ヶ月の方が座られ、自分なりの

経験などをお話しでき、短い時間でしたが交流す

ることができました。すばらしい会でした。 

 今回他クラブとの交流、意見交換などの大切さ

を感じるとともに、ロータリークラブという組織

の大きさを痛感した会でもありました。出席して

よかったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 国内ビジター 3名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  3名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  5名 
<8 月 29 日の出席率 85.81％>  
Make up を含む 8/1 の出席率 91.67％ 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・9999 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        12121212：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：45454545～～～～14141414：：：：45454545    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 1回会員研修事業 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11117777 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11118888 日日日日((((土土土土))))            

第 6組インターシティミーティング 

   (コングレコンベンションセンター) 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

全員による集合写真を撮影。本当に有難うござい

ました。 

｢｢｢｢松田会員、鹿野会員を迎えて松田会員、鹿野会員を迎えて松田会員、鹿野会員を迎えて松田会員、鹿野会員を迎えて――――『ロータリ『ロータリ『ロータリ『ロータリ

ークラブを通して新しい友人を！』ークラブを通して新しい友人を！』ークラブを通して新しい友人を！』ークラブを通して新しい友人を！』｣｣｣｣    
親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

7 月には松田喜則さん、8 月には鹿野浩一さん

を大阪大手前ロータリークラブにお迎えする事が

できました。 

早速、理事会と担当委員会で検討のうえ第 1回

新入会員歓迎会を計画。皆さんに呼びかけたとこ

ろ思わぬ大勢の会員の参加申込みを頂きました。

帝国ホテル大阪 22 階アポロンの間に会場を急遽

変更(これには帝国ホテルさんと松田さんに大変

お世話になりました)。 

18時定刻通り歓迎会は始まりました。まず金髙

会長より歓迎の挨拶を頂き、あわせて当クラブの

30周年記念誌をお二人に贈呈。また松田会員の所

属委員会は SAAと国際奉仕委員会、鹿野会員の所

属委員会は親睦活動委員会と社会奉仕委員会であ

る事も紹介されました。 

続いてお二人からの詳しい自己紹介と決意表明

の後、チャーターメンバーの犬伏会員による乾杯。

“縁あってロータリークラブに入会された訳だか

ら、そこで新しい友情、友人に出会えることを期

待します”―このメッセージはこのあとの会員の

励ましの言葉にいくつも述べられていました。 

参加会員には全員からあたたかい言葉を頂きま

した。突然の指名にもかかわらず本当に有難うご

ざいました。 

岡本クラブ奉仕委員長、大蔭会員増強委員長、

北村会員研修委員長より大変有意義なお話を頂き

ました。中林会長エレクトによる閉会の挨拶の後、

られようとしましたが、分からず断念。ブッフェ

形式の立食パーティーで皆さんの懇親を深めてお

られました。来日学生達は、やはり緊張している

のか来日学生同士でコミュニケーションは取って

いなかった様です。終盤に差し掛かり、本番の自

己紹介です。持ち時間は 3 分間。一生懸命に考え

た内容を日本語で披露しようと頑張っていまし

た。皆さんとても勉強熱心で感心しました。これ

から約 1年間の日本での生活。多くの事を学んで、

将来に活かして欲しいです。 

参加いただきました、ホストファミリーの坂田

様・中林夫妻・河野夫妻、千里高校の栄先生、地区

委員でもある辻村会員ありがとうございました。そ

して会員の皆様ありがとうございました。これから

もサポート何卒宜しくお願い申し上げます。 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

9999 月月月月 5555 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

多田 秀觀 

・ホームクラブ 12か月皆出席表彰 

金髙 好伸 

・1ヶ年皆出席表彰 

朝槻 真紀子 

 


