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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「イニシエーション ･ スピーチ」
　福原弘之 会員

▲

3月9日のプログラム
　「PETS 報告」
　藤井一也 会長エレクト

「２月23日　ロータリー設立記念日にちなみ」 諸國眞太郎 副会長

2月23日のプログラム

　　　－ 奉仕・拡大か？クラブ親睦か？
 歌でクラブ解散の危機を救ったハリー・ラグルス －　　　
　1905年２月23日，ポール・ハリス，シルベスター・シール，ハイラム・ショー
レー，ガスターバス・ローアの４人がロータリー初会合を開いた。
　資本家が弱肉強食の競争に明け暮れ，西部への交通の要衝として栄えたシカゴ
は，成功を夢見た人たちが集まる無法と腐敗の街であり，凄まじい自由競争の中
でビジネスマンには，過酷な日々が続き，孤独感と疎外感に加えて，過酷な自由
競争の敗者になるかもしれない恐怖感がつきまとっていた。この街で心からなん
でも相談できる，また語り合える友人がいたらどんなに素晴らしいことだろう。そういう発想からロータ
リーは生まれた。
　1906年のクラブ定款では，奉仕の概念はまだなく，事業の繁栄（物質的相互扶助）と親睦を目的としてい
た。この排他的な秘密結社のような団体に対する世間の目は厳しく，ロータリアンの中からも批判の声が上
がってきた。ドナルド・カーターとフレデリック・トゥイードによる対社会的奉仕をすべきであるという提
言を受け，1907年に会長に就任したポール・ハリスがループ地区に於ける公衆便所設置活動を行った。
　この対社会的奉仕活動がクラブ内で親睦に重きを置く派との間で大混乱を引き起こした。例会毎の激しい
議論にたまりかねたハリー・ラグルスは，やおらテーブルの上に立ち上がって「歌でも歌って，頭を冷やそ
う！」と言って歌い始めた。ラグルスは例会毎に歌詞のコピーを持参して激論が始まるとそれを配って自ら
指揮して会場の険悪な雰囲気を和らげた。これがロータリー・ソングの始まりと言われている。
　その後，親睦派に会長選で敗北した奉仕・拡大派のチェスレー・ペリーであるがロータリー・ライフに重
要性を強く感じていたため，奉仕・拡大を行うために全米ロータリクラブ連合会を発足させ，クラブは親睦
という当初の方針に専念するという提言を行った。



　ロータリー創立記念日にあたり，創立当時の歩みを振り返ってみた。今後のロータリー活動の一助になれ
ば幸いです。

「２月23日　税理士記念日』にちなみ」
〜相続税・贈与税ミニミニ講座〜

2月23日のプログラム

冨岡正機 副幹事

●最近の税制改正（平成25年度税制改正）
　遺産に係る基礎控除額の引下げ。平成27年１月１日相続開始（被相続人の死亡）
の日以後，3,000万円＋法定相続人数×600万円。従前の６割の水準に引下げ。

●相続対策の基本は生前贈与
　基本の基本は，暦年課税贈与。
　・基礎控除は，１年間（1/1〜12/31）あたり，110万円。
　　基礎控除を超えての贈与税額と将来発生する相続税額により判断。
　・ 贈与税対策の基本は，超過累進税率が強いため，贈与する相手を多くする。代を飛ばすことも考慮。孫

まで入れて考える。
　・暦年課税贈与を，計画的に行っていくことで，多額の財産を少ない税負担で移転できる可能性がある。
　・ 相続開始前３年以内に行われた相続人に対する贈与は，相続税の計算上は相続財産に加算しなればなら

ないので，相続開始直前の贈与は原則として相続対策になりません。
　・ 孫など，相続人でない方への贈与は３年以内であっても加算の対象外です。したがって，孫などへの暦

年贈与をうまく活用すれば相続直前まで対策をとることができます。

●相続対策の考え方（⇒税負担の軽減を考えるのは一番後）
　１．まずは，資産の現状把握。
　　（ ①相続財産：現金，預貯金，土地，家屋，上場株式，投資信託，未上場株式，自動車，ゴルフ会員権，

他。②みなし相続財産：死亡生命金，死亡退職金。③債務）。
　２．次に，分割対策。遺産分割方針の決定（最も大切）。
　　 　遺言書の作成など（自筆証書遺言ですと，記載漏れや，裁判所での検認が必要な為，公正証書遺言が

実務上はベスト）。※遺産分割が終了していないと特例が利用できない（①配偶者の税額軽減，②小規模
宅地等の評価減，③農地の納税猶予，④物納他）。

　３．そして，納税対策。
　　　相続税は，相続発生から10ヶ月以内に納める必要があり，現金一括が原則。
　４．最後に，税負担軽減対策。
　　 　資産を把握し，分割，納税の目途がついたうえで，税負担の軽減対策を行えば，その効果が発揮され

ると考えます。

例会報告（2/23）

出席報告
　会員数　94名（内出席免除者16名）
　出席者　78名（内出席免除者出席13名）
　出席率　85.71％（前々回訂正後出席率92.39％）
　ビジター　８名

お 食 事
（下町メニュー：カツ丼定食）カツ丼，
味噌汁，漬物，小鉢一品，デミコーヒー



●スマイル●
齊藤（博） 岡山北西 RC 副会長 竹本千代子様，同じく I.M. 副実行委員長 相原利行様，よくいらっ

しゃいました。また，佐藤幹事の同期の幹事の皆様よくいらっしゃいました。
第８・９グループ I.M. 実行委員会　　本日は，３月26日に開催されます第８・９グループ I.M. のご
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会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。最近は比較的暖かい日が続いています。今日23日は私たち税理士の記念日です。昭
和17年に税務代理士法が制定された日です。今日は副幹事の冨岡税理士が卓話をされます。また，今日２
月23日は皇太子殿下のお誕生日でもあります。再来年から天皇陛下になられる予定とのことですが，２月
23日が毎年天皇誕生日として休日になると思います。今上陛下の誕生日は12月23日で，こんなことを言う
とおこがましいのですが，年末の忙しいときなので遣り繰りが大変でしたが，２月23日の方が税理士に
とってはもっと大変で切実な問題となってきます。天皇陛下の誕生日に文句を言うつもりはございません。
頑張ります念のため。ただ，最近は休日が多く明日は３時で退社せよとのことです。また，海の日とか山
の日とか意味のないよく分からない日が多いと思います。１年のうち３分の１が休みというのも今の時代
を反映しているのでしょうか。

幹事報告
１．本日，更井パスト会長のご母堂さまがご逝去されました。謹んでご報告いたしますとともにご冥福

をお祈りいたします。尚，お通夜は，岡山中央典礼会館にて２月24日（金）18時より，告別式は25日
13時より行われます。

２．『2016年　手続要覧』をポスティングしておりますので，ご確認ください。
３．オール岡山ロータリアンテニス大会のご案内が届きましたので，ポスティングしております。ご確

認ください。
４．他クラブ週報を回覧いたします。

I.M. 参加要請
　岡山北西 RC より副会長竹本千代子様，インターシティ・ミーティ
ング副実行委員長相原利行様，幹事末吉賢多様にお越しいただき，国
際ロータリー第2690地区第８・第９グループ合同インターシティ・
ミーティングのご案内をいただきました。

委員会報告
●社会奉仕委員会　大河原喬 委員長
　本日例会終了後「そうだ 梅，行こう。」と銘打って，旭川荘に寄贈した梅の花見に行きます。参加予定の
方はお車乗り合わせにて，現地に集合をお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　石原彰二 委員長
　現在４月23日（日）に開催される西大寺マラソンの参加者を募っています。参加予定の方は早めの申込み
をお願いいたします。

●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 幹事
　２月25日（土）に予定されていた第３回競技会は中止となりました。



案内と実参加のお願いでお伺いしました。よろしくお願いいたします。
６RC ＋１幹事会　　幹事会訪問の第１回目です。佐藤幹事の雄姿を拝見しに来ました。今日はよろ

しくお願いします。
横山 家内の誕生日にお花の鉢をいただきありがとうございました。
石井 髙山 S.A.A. ロータリー歴22年実働３年８ヶ月。私の年度初めての理事で青少年奉仕委員

長最初の事業は２日目に不幸あり完結せず，旭川荘の東風吹かばプロジェクト，第一弾，
白梅，第二弾，紅梅の植樹は，３年目を迎えましたが，今年も元気に素晴らしい花を咲
かせてくれました。是非今日は，旭川荘梅園で，ロータリーに目覚めた，髙山 S.A.A. の
３年前の成果を見てやって下さい。多数の参加をお願いします。

藤井 誕生祝いありがとうございました。さっそくオーダーシャツ作りに行きました。山下さ
んお世話になります。

諸國 本日はロータリー創立記念の日にちなんで卓話をさせていただきます。
佐藤 北西 RC の皆様ようこそ岡山東 RC へ。６プラス１ロータリークラブ同期の幹事の皆様。

いつもお世話になります。少年はだか祭りでは，石原委員長，山下さんにお世話になり
ました。

冨岡 ①岡山北西 RC より，副会長 竹本千代子様，I.M. 副実行委員長 相原利行様，岡山北 RC
より幹事 岸本達也様，岡山西南 RC より幹事 小林和義様，岡山丸の内 RC より幹事 儀間
剛様，岡山北西 RC より幹事 末吉賢多様，岡山岡南 RC より幹事 入江祥子様，岡山備南
RC より幹事 吉永敏貴様，ようこそ岡山東 RC へお越しくださいました。　②本日，卓話
をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

池田 ①内山隆義会員，②大西直規会員お世話になりました。
石原 先日２月18日，西大寺観音院の少年はだか祭りで“もち”を投げてきました。今年は子ど

もの数が少ないようでしたが，小どもたちのパワーを少しもらってきました。齊藤会長，
藤井エレクト，佐藤幹事，冨岡副幹事，若林職業分類委員長，松本広報委員長，大塚会
報副委員長，山下和也会員，山下貴司会員ありがとうございました。

近藤（聡） 岸本君！末吉君！岡山東ロータリーにようこそ！！
松本 少年はだか祭りに参加させていただきました。初めて紅白の宝もちを投げさせていただ

き感激しました。ありがとうございました。
山田 13日間のモロッコ旅行より無事帰国。2,150㎞のドライブでほぼモロッコ一周。サハラ砂

漠でのテント宿泊は面白い体験でした。
佐々木 本日は RC の誕生日ですね。ちなみに，私の誕生日でもあります。会長誕生日プレゼン

トありがとうございます。
内山（淳） ①岡山西南 RC の小林幹事様，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。またいつもお

世話になっております。　②池田さん，稲荷山健康センターでお世話になりました。
冨山 入江様，相原様ようこそ岡山東 RC へ。
渡辺（学） ①２週連続欠席して申し訳ありませんでした。お詫びの気持でスマイルいたします。　②

木村さんお世話になりありがとうございました。
朝霧 岸本達也さん，相原さん，入江さんようこそ！お越し下さいました。
影山 大西委員長，先日はお世話になりました。
貝原 ①池田委員長，先日は稲荷山健康センターでお世話になりました。　②舟橋ノミニー，ご

ちそうさまでした。　③吉永幹事ようこそ！　いつもお袋がお世話になっております。
髙山 稲荷山健康センター「薬湯の湯」相変わらずヒリヒリ，大変気持よかったです。池田委員

長ありがとうございました。
 22件　94,000円



「そうだ�梅，行こう。」－2017年�春レガシー―第１弾―（2/23）
　２月23日（木）例会終了後，2013-2014年度青少年奉仕委員会の「東風吹かばプロジェクト」で寄贈した紅
梅＆白梅の成長を見るため，齊藤会長，佐藤幹事，大河原社会奉仕委員長 他総勢25名で社会福祉法人旭川
荘を訪問しました。我がクラブの会員でもある旭川児童院の井上英雄院長にご案内いただき，紅茶とケー
キをいただきながら，満開の紅梅＆白梅を楽しみました。井上英雄会員には，色々お気遣いいただき，あ
りがとうございました。

探鳥同好会「バーディングクラブ」後楽園探鳥会（2/26）
　２月26日（日）の午前中，会員10名とご家族ら総勢18名が参加して探鳥を楽しみました。早春にしては暖
かい日和に恵まれ，芝焼きや菰焼きを済まして春を待つ岡山後楽園で，「日本野鳥の会」大田さんの案内に
より探鳥会を行い，約30種類の野鳥に出会いました。今年は野鳥の北帰行が早まった関係で，例年に比べ
て少ない感じがしました。探鳥の途中では，バーディングクラブ山田泰照会員ご夫妻が用意して下さった
手作りのハムサンドや温かいコーヒー，お菓子などをいただくと共に，紅白の梅の花が美しい梅林をめで
ながら，楽しい探鳥の一時を過ごしました。
 ［文章提供：若林宣夫 会員，写真提供：若林宣夫 会員・阿部英夫 会員］ 

会長挨拶で和む参加者の皆さん 旭川荘 末光理事長様ご挨拶



3月の月間行事予定  水と衛生月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
２日通常例会

９日通常例会

16日通常例会

23日通常例会

30日例会休会

・お祝い行事
・「イニシエーションスピーチ」福原弘之 会員
・「PETS 報告」藤井一也 会長エレクト

・「成年後見人制度について」冨山直司 会員
・「良いコンサルタントの選び方」萱原一則 会員

・「花き講座〜世界の花と日本の花の現状〜」
岡山総合花き株式会社代表取締役社長　井波恒雄 様

・例会休会（定款第６条第１節による休会）

２日　　　　・理事会
４日・５日　・PETS
９日　　　　・第１回被選理事会
　　　　　　・写友「輪影」作品選考会
16日　　　　・第４回クラブフォーラム
　　　　　　・写友「輪影」作品選考会
20日　　　　・ゴルフ同好会
　　　　　　　（たけべの森 GC）
26日　　　　・ 第８・９グループ I.M.
　　　　　　　（岡山プラザホテル）
30日（PM6:30）・ 第５回クラブ協議会
　　　　　　　（ガバナー補佐訪問）
　　　　　　・フレッシュ会員研修会

3月の月間メニュー

２日通常例会

９日通常例会
16日通常例会
23日通常例会

30日例会休会

・ 牛肉とピーマン・竹の子細切り炒め，春巻と大根餅の天麩羅，小海老のサラダとピリ辛竹の子，
御飯，中華スープ

・ローストビーフ丼ぶり サラダ野菜 温泉卵添え，クラゲ頭とキューリ酢，漬物，赤だし
・幕の内，味噌汁
・ （下町メニュー：ミックスフライ定食）海老フライ・ミニコロッケ・魚フライ・唐揚げ コールス

ローサラダ ポテトサラダ マヨネーズ，きんぴら牛蒡，御飯，汁，漬物
・例会休会（定款第６条第１節による休会）

山田会員ご夫妻手作りのおいしいサンドイッチなどで和む参加メンバー


