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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,000　回例会　　　　　　　　　　　NO　27 8 19 3,179 7

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 　　　　 ％
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　私達も今一度、ロータリーとして取り組
んでいる全体の事業にどのようにお金が使
われ、我々がどう関わっているのかにも目
を向けて参りたいと思います。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん

 副幹事　坂元　　崇

１．（公）ロータリー米山記念奨学会
	 理事長	小沢　一彦さん
　佐々木秀也さんへ

　米山功労者 
　第6回 マルチプル
　特別寄付感謝状贈呈

２．第2740地区	ガバナー　太田　善久さん
	 副ガバナー　宮㟢　清彰さん
　　地区大会実行委員長	 井上洋一郎さん
　第2740地区 地区大会ご案内
　日時／平成27年11月13日㈮
　　　　16:00〜 地区指導者育成セミナー
　　　　18:00〜 RI会長代理歓迎晩餐会
　会場／唐津シーサイドホテル

	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。
　お盆の行事も終わりました
が、まだまだ、暑さ厳しいこ
の頃です。
　２週間振りのロータリー例
会です。皆様いかがお過ごしでしたでしょ
うか？
　早速ですが、「ロータリーの友」８月号
P36〜37にロータリー米山奨学事業の基礎
知識の記事が掲載されています。（今お手元
にない方は後日ご一読ください。）
　この奨学事業は1952年に東京RCで始ま
り、海外特にアジア諸国から優秀な学生を
日本に招き、奨学支援する、日本独自のプ
ログラムで、国際RIからは国内全3４地区
合同プロジェクトとして認定されています。
 「米山」とは日本のロータリーの父と呼ば
れた、故 米山梅吉氏（1868〜1946）のことで
す。そこには、「世話クラブ・カウンセラー制
度」が選ばれております。
　中身は、1. 学部課程、２．修士課程、3．
博士課程、４．地区奨励、5．クラブ支援、
6．海外応募者対象、7．海外学友会推薦の7
つの奨学金に分かれ其々特徴があるそうで
す。詳しくはまた後日、担当の松尾財団委
員長に説明いただけることと思います。
　因みに、当クラブのB
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（チー）さんが米山です。カウンセラーは、
溝口尚則さんです。
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６．元海上自衛隊佐世保地方総監
	 池田　徳宏	様
　　　呉地方総監へ異動のご挨拶
　　新海上自衛隊佐世保地方総監
	 山下　万喜	様
　　　8月4日付け配置のご挨拶

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　前回、田中丸会長よりお話
がありました８月１日開催の
インターアクト年次大会の模
様を報告します。
　私自身は初めての参加で緊
張しましたが、会議は若者の元気で楽しそ
うな雰囲気の中で行われ、大変良かったと
思います。会場の佐賀清和高校があまりに
も立派なことにも驚きました。夕べの集い
では、各校による自校紹介がありました。
それぞれのユーモアを交えた話しぶりに大
いに盛り上がり、盛況のうちにお開きとな
りました。行って良かったですし、来年以
降も継続されればと思いました。

（ P4に写真を掲載しております）

	 親睦活動委員会　小川信次郎
○今月の誕生祝い
　溝口　尚則さん（4日）
　筒井　和彦さん（7日）
　橘髙　克和さん（8日）
　松尾　　貴さん（8日）
　松尾　慶一さん（11日）
　吉田　英樹さん（30日）

（2）

　日時／平成27年11月14日㈯
　　　　10:00〜 青少年の集い
　会場／唐津市民会館 ４階大会議室

　　　　12:00〜 本会議
　　　　14:30〜 記念講演　丹羽 宇一郎氏
　　　　16:00〜 本会議
　会場／唐津市民会館大ホール

　　　　18:00〜 記念懇親会
　会場／唐津シーサイドホテル 西館「虹の間」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　日時／平成27年11月15日㈰
　　　　7:30〜 記念ゴルフ大会
　会場／唐津ロイヤルゴルフクラブ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　登録料／RI会長代理晩餐会：15,000円

　　　　　大会登録料：会　員 10,000円
　　　　　　　　　　　青少年 無料

　　　　　懇 親 会 費：会　員 7,000円
　　　　　　　　　　　青少年 3,000円

　　　　　記念ゴルフ登録料：5,000円
　　　　　セルフプレー：13,000円
　　　　　キャディ付きプレー：14,500円

　締め切り日／平成27年9月30日㈬

３．佐賀RC	 会長　大坪　恵介さん
　　インターアクト年次大会
	 実行委員長　音成日佐男さん
　 平成27年8月1日〜2日 第2740地区 2015-

2016年度 インターアクト年次大会終了御礼
が届いております。

４．第2740地区ガバナー事務所
　 第2740地区ホームページ更新のお知らせ

が届いております。

５．（公）米山梅吉記念館
	 理事長　渡邉　脩助	様
　◦秋季例祭ご案内
　　日時／平成27年9月12日㈯　14:00
　　会場／米山梅吉記念館 ホール（静岡県）
　◦「館報」2015年秋号

委員会報告

慶　　　祝



『相続税の概要と税制改正項目』

　新会員　筒井　和彦さん
　			税理士法人	小田・小島総合会計
　			副所長

１．昨年度（平成26年度）の贈与税の申告状況
　① 相続税改正で贈与税の申告納税額が

63％増
　②1億円超の高額贈与（暦年課税）が増加

２．相続税の概要と税制改正項目
【概要】
　① 相続開始から相続税申告までの主な手

続き
　②相続税計算の流れ
　③相続税額／早見表

【改正項目】
　① 遺産に係る基礎控除の引き下げ
　　　 3,000万＋600万×法定相続人数（従来

の60％に引き下げ）
　②税率構造の見直し
　　　細分化＋高額部分の引き上げ
　③税額控除の引き上げ
　　　 未成年者控除および障害者控除の引

き上げ
　④小規模宅地等の特例の見直し
　　　限度面積の拡大
　　　老人ホーム入居者に関する変更

３．贈与税の概要と税制改正項目
【概要】
　①暦年課税と相続時精算課税
　　　概要
　　　異同（比較表）
　　　選択の目安
　②贈与税額(暦年課税)/早見表

【改正項目】
　①相続時精算課税に係る適用要件の改正
　　　贈与者/65歳以上→60歳以上
　　　受贈者/20歳以上の孫を追加

 親睦活動委員会　長浜　陽介
佐世保南RC　太田　博道さん
　本籍佐世保南RC、ツキイチ特別会員の
太田です。残暑お見舞い申しあげます。

田中丸善弥会長、坂元　　崇副幹事
米倉洋一郎さん、大久保利博さん
長浜　陽介さん、古賀　　巖さん
納所　佳民さん、小川信次郎さん
大神　吉史さん、増本　一也さん
井手　孝邦さん、吉澤　俊介さん
石田　謙二さん、黒木　政純さん
平尾　幸一さん、前田　文智さん
中川　知之さん、有薗　良太さん
橘髙　克和さん
　筒井和彦さんの卓話、楽しみにしています。

山縣　義道さん
　今朝の長崎新聞に私の曽祖父 山縣金十郎
について掲載されました。動力が今のよう
にない明治時代に、苦労して山縣新田を作
りましたが、海軍鎮守府の設置により佐世
保が急激に発展し、山縣町となり当時の中
心地となりました。
　取材された長崎新聞 石田支社長にお礼申
しあげます。

溝口　尚則さん、筒井　和彦さん
橘髙　克和さん、松尾　　貴さん
吉田　英樹さん
　誕生祝いありがとうございます。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　27,000 円

 累　　計 235,000 円

◇

卓　　話
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（今週の担当：田口　恵介）
（カメラ担当：大神　吉史）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊9月  例会卓話者予定＊

 9 月 2 日 ミズノアベール店舗販売部
 九州直営店販売課所属
  古賀　英樹 様

 9 月 9 日 ㈱伊藤園
 地域販売促進部員 土井　貴文 様

 9 月16日 → 26日㈯ に観月例会として開催
（九十九島海賊遊覧船「みらい」をチャーター）

 9 月23日 祝日休会日
　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月2日㈬　17:00〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

ボウリング大会例会
日時／8月27日㈭　18:30〜20:00
会場／西肥シルバーボウル（早岐）
例会後食事会場／レストラン ポアーブル（広田町）

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

8月1日〜2日、インターアクト年次大会へ参加
参加者：田中丸善弥会長、坂本　敏委員長、西海学園高等学校 I A 顧問 林田明浩先生、I A 会員３名

　②暦年課税に係る税率構造の見直し
　　　細分化＋引き下げ傾向

【贈与税関連の特例】
　① 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した

ときの配偶者控除
　　　 婚姻期間20年以上／最高2,000万まで

控除
　② 住宅取得等資金の贈与に係る非課税特例
　　　非課税限度額の拡大/適用要件に留意
　　　 住宅ローンの返済資金用の贈与は適

用対象外
　③教育資金の一括贈与に係る非課税特例
　　　最大1,500万円
　④ 結婚･子育て資金の一括贈与に係る非課

税特例
　　　最大1,000万円

（資料別途）　　　　　　　　　　　　以上


