
 
 
 
 
 
 
 

第1461回例会18年10月16日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘         副会長 大川 幹二 
２．ロータリーソング    「それでこそロータリー」 

３．出席報告  

会員総数71名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 64.29％ 前回修正出席率 82.86％ 

 

４．副会長スピーチ      副会長 大川 幹二 
今日は会長が台湾の彰化

東南ロータリークラブを訪

問していますので、代わっ

てスピーチいたします。 

昨日、海南市民健康まつ

りが午前１０時から海南保

険福祉センター・サンサン

公園周辺で開催されました。

我々、海南海草調理師会は、

各お店の料理の展示をした

り、試食コーナーを設けたりして半日参加しました。 

その他、“自分の体質を知ろう”でエタノールパッ

チテストを行い、《全然飲めない人》《本当は飲めない

人》《あぶない人》の三つの分野に分類されました。 

私も飲みすぎに注意の《あぶない人》に入りました。

その他に、和歌山県の看護協会海南海草支部が｢豆つ

かみ｣｢足ふみ運動｣等を行いました。私は｢豆つかみ運

動｣では一分間で十個しかつかめませんでした。｢足ふ

み運動｣は目をつむって一分間足ふみをすると、同じ

場所から二メートル程前に進みました。 

天気も良く、盛況でなかなか良かったです。 

 
５．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 

有田南ＲＣ 10 月 17 日(火) → 10 月 17 日(火) 

13:00～ 和歌山アイコム㈱工場見学 

海南ＲＣ  10月18日(水)  → 10月18日(水) 

12:30～ 中野ＢＣ(㈱)職場例会 

打田ＲＣ  10月19日(木)  → 10月19日(木) 

      19:00～ 米山奨学生歓迎会 

       10月 26日(木)  → 10月26日(木) 

 16:00～ 紀ノ川市役所職場訪問 

有田ＲＣ  10月26日(木)  → 10月26日(木) 

 12:30～ 住友金属工業㈱和歌山工場 

             (ローテーションデー) 

       11月 30日(木)  → 11月30日(木) 

 18:30～ 橘屋 夜間例会 

 岩出ＲＣ  11月2日(木)   → 11月2日(木) 

       19:00～ ガバナー公式訪問 

          ＪＡ紀ノ里ふるさとセンター 

         （打田ＲＣ、粉河ＲＣと合同例会） 

       11月 9日(木)   → 11月9日(木) 

 貴志川高校・出超授業／例会 

       11月 30日(木)  → 11月26日(日) 

 紅葉狩り例会 

８．会員卓話 

｢生前贈与と相続｣について    岸 友子君 

こんにちは。今日はロータ

リアンの皆様に少しでもお

役に立てばと思い、｢生前贈

与と相続｣と言うテーマでお

話しさせていただきます。私

の仕事の中でよく質問を受

ける基本的なポイントを中

心に、お手元のレジメに沿っ

てお話ししたいと思います。 

 

生前贈与と相続 
        岸会計事務所 税理士 岸 友子 

１．贈与税 

 (1)贈与とされる場合 

  ☆財産の名義変更があった場合 

  ☆保険金受取人以外の者が保険料を負担してい

た生命保険金を受取った場合 

  ☆著しく低い価額で財産を譲り受けた場合 

  ☆その他債務の免除等による利益を受けた場合 

ほか 

 (2)贈与税の配偶者控除 

   婚姻期間２０年以上の夫婦間で居住用不動産

（住宅と土地）又はその購入資金の贈与があっ

た場合、一生に一度だけ、最高２,０００万円

まで「配偶者控除」が受けられます。 

(3)暦年課税    受贈者１人につき１１０万円 
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   １年間(1/1～12/31)に１１０万円以上の財産

をもらった場合贈与税が課税されます。 … 

累進課税（１０～５０％） 

(4)相続時精算課税 

贈与者１人につき 2,500(3,500)万円 

① 対象者 

 ・贈与者 … ６５歳以上の親 

・受贈者 … ２０歳以上の子である推定相 

(子がなくなっているときは２０歳以上の孫) 

②特別控除額 … ２,５００万円 

 ③贈与税率 … 一律２０％ 

 ④相続税で精算 

 ・相続財産の価額に贈与財産の価額(贈与時の価額)

を加算して相続税額計算 

 ・相続時精算課税により納付済贈与税額を相続税額

から控除 

 ⑤住宅取得等資金の贈与  …19 年 12 月 31 日まで 

 ・贈与者  … ６５歳未満の親でも可 

 ・特別控除額 … ２,５００万円＋１,０００万円

(住宅資金特別控除額) 

 ⑥手続 受贈者は、贈与を受けた年の翌年 2/1～

3/15 に「相続時精算課税選択届出書」 

その他書類を「贈与税申告書」に添付して

税務署へ提出 

 ⑦留意点 

 ・一度選択すると選択を撤回することができない 

 ・贈与税の期限内申告がない場合特別控除の適用を

受けることができない 

 ・相続時に加算される財産価額は贈与時の価額 

 

９．次回例会 
第 1462 回例会 平成１８年１０月２３日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

10. 閉会点鐘 

 

 

辻  秀輝君  先日、マウンテンバイクで若者２人

と紀美野町を走ってきました。 
楠部 賢計君  先日、久しぶりで同窓会に出席して

懐かしい顔に会い、楽しい時間を過

ごしました｡ 

宇恵 弘純君  １４日(土)納税協会ゴルフコンペ

で、国木原の１５番でホールインワ

ンしました。ゴルフを初めて３５年

位ですが初めてです。 

花田 宗弘君  黒江にうるし工房をオープンしま

した。 
塩崎 博司君  ９日のゑびす会、皆様にお世話にな

りました。 

宮田 貞三君  ゑびす会で深谷さん、お世話になり

ました。船を出していただいた角谷

さん、深谷さん、木地さん、塩崎さ

んありがとうございました。 

大江 久夫君  ゑびす会のつり大会、楽しく参加さ

せて頂き、有り難うございました。 
寺下  卓君  ゑびす会、お世話になりました。大

物賞いただきました。木地さんあり

がとうございました。 
岸  友子君  前で卓話させていただきます。 

大川 幹二君  前で会長代理の挨拶します。 

吉野  稔君  山畑さん今日は代役ご苦労様です。 
山畑 弥生君  ＳＡＡ代理させていただきます。 

 

 

 

ゑびす会・秋の釣り大会 
 ゑびす会の１８年度・秋の釣り大会は、１０月９日

（祝）地元中紀の海で開きました。 

 朝６時集合、参加者は角谷、田中(丈)、山野、深谷、

谷口、上中、木地、寺下、大江、塩崎、宮田(貞)各氏

１１名が４艇に分かれてマリーナシティーを出発し

ました。３時迄思い思いに釣りを楽しみ帰港しました。 

続いて親睦会に移り、本日の釣果を話題にして会は

盛り上りました｡ 美しい海での釣りと、ヤシの向こ

うに沈む夕日を眺めての焼肉パーティはさながらハ

ワイへ来たような１日でした。全員大満足。最後に、

年に１度の釣り大会と年末の懇親会を開催すること

を決め、釣り大会を終えました。 

 

 

 

 

 

ＲＩの国際理解賞受賞者が 
       ノーベル平和賞受賞 

ロータリーのプロジェクトに貢献したマイクロク

レジットローン(小額融資)の先駆者で、バングラデシ

ュの経済学者ムハマド・ユヌス博士が、2006 年のノ

ーベル平和賞を受賞しました。ユヌ

ス氏は 1976 年、バングラデシュ・ジ

ョブラ村で多くの村民が融資を受け

ても借金が膨らむ悪循環にあること

を知り、無担保で小額の融資を行う

グラミン銀行を設立。特に女性を対

象に目覚しい成果を上げ、多くの家族を貧困から救い

ました。融資の 98％は返済されており、現在も多数

の国々で融資を展開しています。ユヌス氏は、自身が

設立したグラミン銀行の小額融資によって貧困層の

救済を始めたことを評価され、1999 年にシンガポー

ルで開催されたロータリー国際会議でロータリー最

高の栄誉である国際理解賞(ロータリー国際理解と平

和賞)を授与された。なお、ロータリー財団の人道的

補助金と世界社会奉仕(WCS)といったプログラムを

通じ、ロータリアンたちは小額融資プロジェクトに参

加しています。1984 年以降、12 か国にロータリーが

スポンサーとなって設立した小額融資の銀行があり、

世界で 60 以上のプロジェクトが行われています。 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


