No.1976

District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1976 回例会
平成 30 年 11 月 26 日(月)
12:30～ 海南商工会議所４階
ゲスト卓話
元海南税務署 山田 健児 様

１．開会点鐘
２．ロータリーソング
３．ゲスト紹介
４．出席報告
会員総数 42 名
出席率 51.22 ％

「それでこそロータリー」
元海南税務署 山田 健児 様

出席者数 21 名
前回修正出席率 63.41 ％

会長 山畑 弥生 君
５．会長スピーチ
皆さん、こんにちは！ 先ず始
めに、本日のゲスト山田 健児 様、
お忙しい中、ようこそお越し下さ
いました。月日の経つのは早いも
ので平成 18 年から２年間、海南
税務署に勤務され平成 20 年に大
阪国税局へ異動され 10 年も経つ
のですね！とっても明るくて気
さくな方ですので久しぶりにお会い出来て本当に懐
かしく嬉しく存じます。後程、スピーチ宜しくお願い
致します。
さて、本日は、理事会議事録開示に伴い各テーブル
に置いてあります 11/8（木）に行われました議事録
の説明をさせて頂きます。協議事項は以下のとおり。
○指名委員会の開催の件ですが、次年度理事候補者
は、理事会に於いて承認し年次総会で選挙され確定さ
れますが、寺下会長エレクトと相談の上、来年 4 月に
3 年に 1 度開催されます規定審議会の結果を受け、当
クラブの理事、各委員会構成の見直しを検討し細則の
改正をする予定になっておりますので、その折には皆
さんのご理解を宜しくお願い致します。
○新春夫婦例会の件ですが、来年 1/7（月）午後 7
時からマリーナシティーホテルで開催ですが、予算の
都合もあり 2 名（基本的には、夫婦）は無料とします
が、子供さんを含む他のご家族が出席される場合は、

四つのテスト
①真実かどうか

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

お食事代が実費となりますので、ご了承の程、お願い
致します。尚、アトラクションは以前にも来演下さい
ました和歌山で大活躍の歌手ＴＯＮＰＥＩさんです
ので、楽しみにして頂き、沢山のご出席をお願い致し
ます。
○商工会議所駐車場の件ですが、前月より検討を重
ねた結果、月極駐車場 1 区画 1 ヶ月 ￥4,500 の契約
は、平成 30 年 11 月 1 日～翌年 10 月 31 日迄となり、
その後は、毎年契約更新となります。会議所への協力
の為もあり今月 11 月～賃貸借契約を結びましたので
ご了承下さい。
○地区内義捐金の件ですが、和歌山県内の信号機用
自動起動式発電機設置について、過日の台風 21 号で
停電した地域が多発し信号機の消灯によって交通の
危険な状態に陥った為、発電機の設置を早め、危機管
理に対応していく必要があるとの判断から、ロータリ
ークラブ他、各奉仕団体に資金協力を求め設置資金を
県庁へ届けるとのことで、1 基 250 万円を和歌山県内
4 分区 30 クラブで、1 クラブ当たり 9 万円前後を目安
に協力の依頼が来ておりました。理事会では、他のク
ラブと足並みを揃えるとのことで保留としておりま
したが、一昨日 24 日に海南 3 クラブ会長幹事会があ
り検討の結果、海南 3 クラブ同額を寄付することにな
り、親クラブである海南クラブの理事会で義捐金の額
を決めて頂く事になりました。当クラブは、その結果
を受けて 12 月の理事会で再度お図りして決定したい
と思います。議事録の説明は以上です。これで終わり
ます。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
粉河ＲＣ
11 月 28 日（水）→11 月 28 日（水）
12：30～ 粉河商工会館
「ぱんぷきんず来演」
12 月 19 日（水）→12 月 19 日（水）
18：30～ ゆの里 忘年家族会
和歌山東ＲＣ 12 月 20 日（木）→12 月 22 日（土）
18：30～ ダイワロイネット H 4Ｆ
「クリスマス家族会」
和歌山中ＲＣ 12 月 21 日（金）→12 月 22 日（土）
18：00～ ダイワロイネット H 4Ｆ
「クリスマス家族会」
事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266

E-mail：info@kainaneast-rc.jp

和歌山南ＲＣ 12 月 21 日(金)→12 月 23 日(火・祝)
18：00～ ダイワロイネット H
「クリスマス家族例会」
○休会のお知らせ
粉河ＲＣ
12 月 26 日（水）
和歌山東ＲＣ 12 月 27 日（木）
和歌山中ＲＣ 12 月 28 日（金）
和歌山南ＲＣ 12 月 28 日（金） 1 月 4 日（金）
○事務所・例会場移転のお知らせ
串本ＲＣ 11 月 21 日から
例会場・事務所 〒649-3510
新住所 東牟婁郡串本町サンゴ台 1107-10
（旧ヒルトップ和田金）
電話番号・メールアドレスは変わっていません
７．ゲスト卓話 元海南税務署 税理士 山田 健児 様
【主な略歴】
昭和 35 年大阪市生まれ
昭和 61 年泉佐野税務署勤務
平成 18 年海南税務署 総務課長
平成 30 年退官後、税理士登録
「今からできる相続税対策」
○生前贈与での相続税対策
一人、毎年 110 万円以内の贈与
○相続時精算課税制度で相続税対策
2,500 万円の上限に達するまで、何度も贈与税の控
除を受けられる制度です。
○結婚子育て資金贈与の特例
20～49 歳の方が結婚・子育てにかかる資金を親・
祖父母から贈与されても 1,000 万円が非課税になる
制度
○配偶者控除を利用して相続税
配偶者控除を利用することで、配偶者の取得財産 1
億 6,000 万円、もしくは配偶者の法定相続分までが相
続税の非課税
○生命保険を利用して相続税対策
被相続人が亡くなったことにより、死亡保険によっ
て保険金を受け取る場合、法定相続人 1 人につき 500
万円の非課税
まだまだ、資料の対象となる制度があります。ご相
談ください。

８．米山功労者の表彰

９．閉会点鐘

深谷 政男 君

次回例会 12 月 3 日（月）第 1977 回 例会
19:00～ 年次総会 「美登利」
お誕生日 ご結婚記念日お祝い

山畑 弥生 君 本日、山田健児様 卓話宜しくお
願いします。
中村 俊之 君
〃
田岡 郁敏 君
〃
深谷 政男 君 本日のゲスト山田健児様をご紹介
します。米山功労者の表彰を頂き
ました。

