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母子の健康月間
月間テーマ（4月）

第1146回（本年度 第34回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

先週の臨時総会において、インターアクトクラブ設立と大阪中之島基
金の支出の件についてご承認を頂き、これからの新たな奉仕事業を
推し進めていく力強い基盤となる事でしょう。

中之島基金の拠出については、充分にご理解を頂いていると思いま
すが、ご自身のお考えにて、ご協力を頂きたいと思います。

基金の拠出をして頂く場合は、「大阪中之島基金」申込書にご記入頂

本日のプログラム

次回 4/13 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　あれこれ
　小林 俊明 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　地区インターアクト委員長

小池 貢 様（大阪帝塚山RC）
■第3回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第11回5月度理事会
　13：40～　サファイアルーム



2016-17年度第1145回（第33回例会）
幹事報告 (3/30)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■3月30日（木）
本日は木村佳弘会員の卓話です。よろしくお願い
いたします。

■4月6日（木）
小林会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月13日（木）
2660地区IAC委員会 小池委員長に卓話を依頼し
ています。

例会前11：30より第3回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第11回5月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■4月20日（木）
満村会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月27日（木）
村上会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■5月4日（木）
祝日の為、休会です。

※2017年4月のロータリーレートは1米ドル＝116円
です。

地区委員会、その他の報告です。

■地区研修・協議会　事前説明会
日時：3月30日（木）　14：30～16：30
会場：薬業年金会館
出席対象者：次年度クラブ各委員長・地区出向者

■米山奨学生オリエンテーション＆懇親会
日時：4月5日（水）　15：30～19：40
会場：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム
出席対象者：今年度・次年度米山奨学担当者

■紳士の料理教室
日時：4月6日（木）　17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）

き、事務局にご提出の上、ご入金下さいます様、お願
い致します。

次年度に迎える創立25周年事業として行う新たな奉
仕事業の大きな推進力となる資金であります、会員
の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

会　費：8,000円　ビジター3,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話による

同好会です。

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月15日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長・

地区委員会出向者他

■2017年春のRYLAセミナー
日時：5月3日（水）～5月5日（金）
会場：不死王閣
　　  池田市伏尾町128-1
ホストクラブ：池田くれはロータリークラブ

●誕生日
小林 俊明 ［12日］
戸田 佳孝 ［28日］

●事業所設立記念
吉田 　了 　株式会社丸住［昭和31年］
金森 市造 金森歯科医院［昭和47年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊明 小林俊明法律事務所［昭和58年］
木村 眞敏 木村眞敏法律事務所［昭和60年］
満村 和宏 堂島総合法律事務所［平成  5 年］

●結婚記念日
小林 俊明 ［  1 日］
安達 昌弘 ［  2 日］
栗山 博道 ［  8 日］
吉田 　了 ［  8 日］

Congratulations!4月のお祝い4月のお祝い

本日のメニュー

ライトミール　海鮮ちらし寿司　赤だし



木村眞敏会員が、2週間に亘り格調の高い話をされた
後の卓話は、荷が重いと思っていましたが、時々、酔っ
払っておられる姿をこれまで何度か目にしていましたの
で、「まあいいか、私でも」と思い、今日はこうして出てき
ました。蚤の心臓の私ですので、よろしくお願いします。

本題に入る前に2点お話ししておきたい事があります。

一つは、私が読んでいる「致知」という月刊誌の28年7
月号に「我が人生の腹中の書」と題して、アスペック社長
の小林充治さんが書かれた文章を皆さんにお配りして
います。何かの参考になればと思いお配りしたものです
ので、一度読んで頂けたらと思います。

もう一つは、以前「めざまし、テレビ」で取り上げられてい
た「女子会せんりゅう」と「シルバーせんりゅう」の一部を
紹介させていただきます。

まず、「女子会せんりゅう」ですが

　1　ストレスは、仕事じゃないの、あなたなの

　2　今はもう、そっとしといて、誕生日

　3　調子どう？あんたが聞くまで、絶好調

　4　領収書、問えば社長の、目が泳ぐ

　5　お姉さん、呼ぶ客みんな、高齢者

　6　不眠症、たちまち治る、会議室

次に、「シルバーせんりゅう」です

　1　立ち上がり、用を忘れて、立ちつくし

　2　恋かなと、思っていたら、不整脈

　3　誕生日、ローソク吹いて、立ちくらみ

　4　人生に、迷いはないが、道迷う

　5　元酒豪、今はシラフで、千鳥足

　6　やめとくれ、ただの寝坊で、脈とられ

以上、ほんの一部を紹介させていただきましたが、興味
のある方は、それぞれ本が出ていますので、お買い上げ
いただきますようお願いします。

相続・贈与ほか

木村 佳弘会員

さて、それでは本題に入らせていただきます。

相続税の基礎控除が、25年度改正により引き下げられ
て、27年1月1日以後の相続に、大きな影響を与えてい
ることは、皆さんもご承知の通りです。

そこで、このことによって相続税の申告状況はどうなっ
たかということですが、基礎控除が、5千万プラス1千万
かける法廷相続人の数であった、26年分の申告者数は、
5万6239人でした。

それが、3千万プラス6百万かける相続人数となった、改
正後の申告者は、10万3043人と大幅に増加しました。

ただし、この申告の内容を見ますと、相続財産から基礎
控除や負債等を差し引いた課税価格が1億円以下の申
告をした人が、約6万人で、申告者の実に6割を占めて
います。

それから、相続財産の内訳ですが、現金預金等が
30.7%、有価証券が14.9%、土地が38%でした。

では次に27年分の贈与税の申告書を提出した人は、53
万9千人で、26年分より2万人増加しました。

このうち、納税額のある人は、38万3千人ですので、差し
引き15万6千人は、納税額のない人が申告をされてい
るということです。

なお、この贈与税の申告書を提出した人のうち、相続時
精算課税を適用した申告人員は4万9千人であり、住宅
取得等資金の非課税を適用した申告人員は6万6千人
です。

住宅取得資金の金額は6,508億円で、そのうち非課税
の適用を受けた金額は、6,159億円に上っています。

以上相続と贈与の申告状況について簡単に説明しまし
たが、相続税の最高税率は55%まで上がっており、節税
等を考えて、できる限りの対応を早期にしておく必要が
あります。

まず皆さんもよくご存じの、贈与による節税ですが贈与
税にも基礎控除があり、課税価格から110万円が毎年
控除できます。

子供や孫に年間2百万ずつ贈与しても、110万の控除が
ありますので、税額は9万円で税率は実質4.5%です。

年310万ずつ贈与しても、税額は20万円で、税率は実
質6.5%です。

ご自分の相続財産を、ざっと計算し、税率がいくらにな
るのか検討していただき、相続財産の多い人ほど早期
にこの贈与を実施すると、大きな節税効果があります。

ただ、本人に渡してしまうと使ってしまうので、それぞれ
お孫さん等の名義預金に振り込んでも、通帳は自分が
持っておくような方も時々おられますが、これは、調査時



ニコニコBOX

村橋：3月25日に長女が結婚式を挙げました。
祝電を頂き、有難うございました。

嶽下：木村会員、卓話楽しみです。

井戸本：本日は郡ガバナー補佐と中島ガバナー補佐
エレクトとの懇談会、和気藹藹のなか無事終
えることができました。

杉村：本日もよろしくお願いします。

吉田：ニコニコ

福田：デコポン届きました。ニコニコ

高島：桜ノ宮幼稚園の桜がチラホラ咲いています。

村上：いよいよ春ですね

辻（義）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

満村：お久しぶりです。ニコニコ

栗山：ニコニコ

井本：桜の満開が待ち遠しいですね。

藤本：木村会員、卓話楽しみにしています。

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥39,000
累　計 : ￥1,713,220
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3

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 74.19 %
3月9日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
下岡 陽一郎   3 月  3 日 大阪城南RC
高島 凱夫   3 月  4 日 IM6組インター
  シティーミーティング
梅原 一樹   3 月  4 日 IM6組インター
  シティーミーティング

に問題になりますので十分注意してください。

また、贈与税には、配偶者控除や、世代間の財産移転を
促進する施策として、先程説明した、住宅取得資金、結
婚子育て資金、教育資金等の非課税規定もあります。よ
く考えて、うまく活用する必要があります。

なお、会社を経営されている方は、ご自分の会社の株価
を知っておかれることも大切なことで、これに基づき、事
業承継について十分な検討をしておかれることも、本当
に重要なことだと思います。

最後に、日常何気なく使っている言葉が、いかに大切か、
書かれたものを最近、目にしましたので、その紹介をさ
せていただきます。

「言葉の大切さについて」

言葉一つでけんかして

言葉一つで仲直り

言葉一つで頭が下がり

言葉一つで笑いあい

言葉一つで泣かされる

きれいな言葉はきれいな心

優しい言葉は優しい心

言葉一つを大切に

言葉一つを美しく

ご清聴ありがとうございました。

戸田会員、テレビ出演予定
4月12日（水）ホンマでっか!?TV（8チャンネル）の

「腰痛について」で戸田会員が出演します。スペシャ
ル版なので、いつもの21時より放送が少し早くなる
かもしれません。お時間が合えばご覧ください。

●本日のビジター
東大阪東RC 水谷 弘道 様
大阪南RC 米田　幹郎 様

村橋会長、お嬢さんのご結婚おめでとうございます。

Congratulations!


