
            第２７８３回例会 逗子ロータリークラブ 

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 

          2019-20年度 №22 2019年 12月 5日 

 

例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440   事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226 

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30  第 3 木曜日 18:30  第 5 木曜日 18:00 

会長：大野宏一  幹事：横山 健      E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp    Website: http://www.zushi-rc.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、年次総会ということで、次年

度の逗子 RC 役員・理事が選出されます。

また、来週に掛けて、役員・クラブ運営・

各委員会の、本年度の上半期報告・下半

期計画発表も行います。年度初めに、今

年度特記すべき事業といたしまして ①

青少年交換留学生（ハンガリー：Szabò Kata さん）受

入 → 継続中 ②姉妹クラブである、京都紫野 RC との

合同例会 ③グローバル補助金事業を目標としたキルギ

ス視察 を挙げさせていただきましたが、②③は無事に終

了いたしました。年間プログラム表に記載した上半期の各

奉仕事業も予定通り遂行しております。会報も本年度はス

タイルを変えて本日で 22 号目となりました。当日の例会

プログラム・次週以降の予定表・地区行事報告・会員コラ

ム・会長の独り言等、紙面の許す限りの内容充実をリクエ

ストしております。現時点で 7 回の夜間例会を行いました

が、500 円サロンの充実にも配慮しております。誕生日等

の記念日のお祝いには障害者支援のお菓子を贈呈といた

しました。後半戦となりますが、上半期同様、例会の充実。

多くの会員参加型の企画。会員増強・I.M.・第 2 グループ

ゴルフコンペ・地区協議会への参加。ニコニコ・Ｒ財団・

米山奨学への寄付（支援金）の目標額達成。等等引き続き、

ご一緒によろしくお願いいたします。 

予  定 

12 月 5 日(木) 
12:30 年次総会 役員・クラブ管理

運営上半期報告 下半期計画発表 

12 月 12 日(木) 

12:30 奉仕プ・広報・会員 

増強・R 財団関係上半期報告 下半期計 

画発表 

12 月 19 日(木) 18:30 忘年会 於：カンティーナ 

12 月 26 日(木) 休会 

1 月 2 日(木) 休会 

1 月 9 日(木) 休会  

  2782回 例会記録 2019年 11月 28日  
第 27８3 回 例会プログラム 

12:30  開会宣言 S.A.A 

点鐘   大野会長 

ロータリーソング斉唱 

ゲスト・ビジターの紹介 

会長の時間 

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告 

出席報告 

ニコニコ BOX 発表  

13:00  年次総会 役員・クラブ管理運営上半期 

報告 下半期計画発表 

13:30  閉会宣言 S.A.A   

点鐘   大野会長 

出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名) 

出席者：19 名 43.18％   前回修正後 70.45％ 

メークアップ：地区委員会、新会員セミナー 

 〈会長の独り言〉  大野 宏一会長  

幹事報告 開催案内：・12/21(土)於：第１相澤ビル 8 階 
13:30～ インターアクト委員会 

     14:00～ アクターズミーティング 
お知らせ：2022～2023 年度ガバナーノミニー選出につ 

いて地区より連絡がありました。今回は 2 名候補者が 
おり、各クラブより票を入れる事になりました。 

その他：・社会福祉協議会より会報「さくら貝」が到着。 
・京都紫野 RC との合同例会のお土産がございます。まだ 

受け取っていない方はお持ち下さい。 
・2 月 6 日に京都紫野 RC 表敬訪問が決まりました。 
委員会報告 菊池研修委員長：本日 18:30 より逗子銀座 

商店街コミュニティースペース３階にて新会員セミナ 
ー開催致します。その後 19:30 より新会員歓迎会を哉 
吉にて行いますので皆様のご参加お願い致します。 

 

 

 

 

財団ニコニコ ：鈴木（安）、矢部（光）、横瀬、大下  

各＄10 

米山ニコニコ ：鈴木（安）、矢部（光）、各 1,000 円 



 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ本日合計   ￥３０,０００  累計 ￥９７０,３４２ 

森澤君…代打で卓話をやらせて頂きます。 

大野君…森澤会員、職業奉仕卓話代表として宜しくお願い

致します。 

横山君…ゴルフやりまくります。 

福嶋君…寒さが身にしみる。 

橘（武）君…もう 12 月の声が近い。2020 年を期待して。 

鈴木（安）君…先週 3 クラブゴルフコンペ。ベスクロス、

ニアピン、ドラゴン、4 位と多くを頂いて。 

山科君…今年の冬は寒いそうです。 

矢部（光）君…ポリオ根絶・東京麹町 RC の二人の会員

から始まった（友 11 月号より）ロータリー財団に

ご寄付を！ 

菊池君、山本（由）君、服部君、徳永君、横瀬君…森澤会

員卓話よろしくお願いします。 

松田君…サブイです！！ 

清水（惠）さん…今年の紅葉は？？ 

稲垣君…森澤さん、卓話楽しみにしています。 

古畑君…雨が続いています。皆さんお体大切になさって

下さい。 

 

 

1.分割しやすい財産構成か？ 

2.常に資産の換金可能性に目を配る 

3.不平等相続になりやすい財産構成 

か？  

4.換金可能性は時価 

5.生前贈与があれば、持ち戻し(税務) 

＆持ち戻し（民法）を想定 

◆不動産を活用した相続対策の注意点 

 被相続人＝社長 相続人は長男（会社の後継者）と長女

（嫁いでいる）の場合 

 ・無担保借り入れは連帯保証債務 当然分割 

 ・賃貸用不動産＝総則 6 項の発動 

 ・自宅＝小規模宅地等の特例の適用要件 

・遺留分侵害＝物的債権から金銭債権へ 

◆会社の「連帯保証人」になっている社長が死亡した場

合、連帯保証債務は法定相続分に従って相続人に『当然

分割』される 

◆国税庁は路線価などを相続税の算定基準としている。

路線価は取引価格の 8 割のため節税策として不動産を

購入する人もいる。だが相続税の基準となる路線価と

取引価格に大きな差があれば注意が必要。 

◆「総則 6 項」で相続税の悪質な節税対策は封じられる。 

この総則とは 国税庁「財産評価基本通達」第 1 章の

総則を指す。様々な財産の価格評価基準を定めた通達 

相続税や贈与税はこの「財産評価基本通達」に沿って

算出される。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格は、国税庁長官

の指示を受けて評価する。 

◆居住用の小規模宅地等の特例の要件を満たすと、被相

続人が住んでいる宅地の評価額が 80％減額される。

特例の要件：・被相続人の配偶者である。・被相続人の

居住用の建物に居住していた親族であること。 

疑問・質問等は森澤会員に。     

(担当：清水惠子) 

【2780地区】 2019/11/２３ 
        インターアクト年次大会 
11 月 23 日に相模原の弥栄高校にてインターアクト

年次大会が開催、250 人を超えるインターアクトの

学生達が参加し、大変な熱気の中執り行われました。

学生達の運営による式典を開始し来賓紹介等々をへ

て、各校の取り組み紹介、午後からは福祉やボランテ

ィア関係のパネラーを呼んでのディスカッションを行

いました。各校から感想を聞く時間ではみんな積極的

に発言をしており、皆さん個人の体験と照らし合わせ

思い思いにはつらつと発表をしておりました。中には

時に思いもよらない感想を述べる学生も何人かおり、

パネラーの方がカンボジアへのボランティア渡航で一

回費用 20 万円を 50 回、約 1000 万円を自腹で行

った話の感想で、そんな大金を自腹なんて凄い自分な

ら風俗に使いたいなんて発言も飛び出し会場の笑いを

誘っていました。また幼児ポルノに抵触しそうな話し

も飛び出し、本人達も全く悪気は無くにこやかに発表

をしていましたが、良い意味で感覚の違いと自由さに

衝撃を受けました。また彼らが受けている情報の多さ

やそこに対するコンプライアンスの意識の希薄さ等、

危うさも垣間見えた発表であり、私達大人の介入する

余地や必要性がまだまだあると考えさせられました。 

（鈴木弘毅 記） 

【11/28新会員セミナー＆歓送迎会】 

セミナーは１２名が出席、 

歓送迎会は２０名が出席 


