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創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 信 太 秀 紀 

副会長 宮 内 龍 雄 

幹 事 田 中 英 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  

広報・会報委員会 

宮内 清次、石毛 充、越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

ガバナー補佐訪問 

「地区の方針について」 

 

第 7 分区ガバナー補佐 杉山 俊明様  

 

 

前回例会報告（１０月２９日） 

点      鐘：信太秀紀会長 

ロータリーソング： 「四つのテスト」 

ビジター紹介： 

税理士法人サンキョウ   

税理士 小田島 千夏様（卓話者） 

社員  四日市 理奈様 

 

 

 

 

みなさんこんにちは！あるイギリスの工場

経営者が、息子に会社を譲った翌朝、夫婦で工

場内にある、創業以来苦楽をともにした木製の

机を前に向き合います。一杯の紅茶でしばし思

い出話を語り合ったあと、二人は始発の列車で

故郷に戻りました。以来、再び工場を訪れるこ

とはなかったそうです。 

出社した４５歳の息子は机の上におかれた

１通の手紙を目にしました。そこには「私はあ

きらめたことがない。」と、かかれており、父

が息子に残した言葉はたったこれだけでした。       

しかし、「私はあきらめたことがない。」とい

う言葉は「私は今までに、何千回もあきらめか

けた。しかし絶対あきらめなかった。あきらめ

たら全てが終わるのだ、どんなに苦しくても、

どんなにつらくても絶対にあきらめるな。」と

いう想いであり、この１行には、創業以来の父

親の万感の思いが込められていました。 

この息子

は、実は、

障害者だっ

たのですが、

この言葉を

社是として

掲 げ て 、

数々の苦難

を見事に乗

り越えて、

業績を大き

く伸ばすこ

とに成功し

ました。 

その後、お父上が亡くなり、故郷に帰った息子

は、２通目の手紙を発見しました。それは父親

の机に彫り付けた次の言葉でした。 

「  Dear Son, Overcome Your Troubles and 

Reach for joy! 」 

（息子よ、どんな困難も乗り越えて必ず成功す

るんだぞ！） 

 母親の話によると、この文字を祈るように、

指でなで、さわり続けて息子の成功を、ただ静

かに毎日祈っていたそうです。 

 体が不自由だからこそ、あえて、息子に手助

けすることをしなかった父親の真の愛情は、私

会 長 挨 拶 
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たちの後継者育成に参考になるのではないで

しょうか。 

 

 

【週報拝受】小見川 RC、鹿島臨海 RC 

【活動計画書拝受】小見川 RC 

1. ロータリーの新しいクラブ請求書について 

…国際ロータリー事務総長ジョン・ヒューコ 

2. 「クラブ請求書」ウェビナー オンライン

セミナー開催のご案内 

3. ジャパン・ロータリーデーⅡｉｎ東京開催

のご案内     以上、ガバナー事務所 

4. 第 3 回アクターズミーティングのご案内 

…地区青少年奉仕委員会 

 

 

 

☆ 結婚記念日：内田修心会員(10 月 25 日) 

：小田島國博会員(10 月 27 日) 

：宮崎裕光会員(10 月 28 日) 

☆ 入会記念日：宮内清次会員(10 月 26 日） 

  

 

 

  白濱 龍興会員 

 

 

左手首、全快。 

１０kg 荷重許可 

 

 

 

 

 

 

「相続を考える」 

税理士法人サンキョウ 

小田島 千夏
ち か

様 
 人は、生まれた時から死ぬまで税金に囲まれ

て生きています。相続税は、死後にかかる税金

です。被相続人は、生前に、相続財産を継承す

る人に対して自分の財産を知らせて、死後に問

題を残さないことが一番大切です。 

相続税の計算は、平成２７年１月１日より、

正の財産から負の財産を控除し、更に基礎控除

額３０００万円と法定相続人数×６００万円

の合計額を控除し、課税価格を算出し、それに

税率を掛けて納税額を算出し、更に諸種の税額

控除を適用して納税額を算出することになり

ます。正の財産に対しては、生命保険金と退職

金の非課税枠、小規模宅地の特例による評価額

等の減額もあります。 

平成２６年の基礎控除額と比べると４割縮

小するため、平成２７年より課税対象者は大幅

に増える見込みで、納税額も増えることになり

ます。（ただし、税率は課税価格２億以下では

従来通り、３億円以下４５％、６億円以下５０

％、６億超５５％に変わります。） 

様々なデータより、今後相続争いはさらに増

えるようです。相続＝争族を防ぐ為に、現在所

有している財産を評価し、生前贈与できるか検

討します。 

その後、相続税の非課税枠を増やすことや財

産の評価減を検討することで、相続税対策を講

じます。さらに、ご本人の思いを伝える為に、

遺言書の作成も必要なことです。 

なかなか話題に出来ない相続ですが、いろい

ろな考えを基に、身内の方と話し合い、さらな

る信頼関係を作り上げることが最も大切だと

思います。 

そのきっかけに、私の話が少しでもお役に立

てば幸いと思います。 

参考に、相続税改正による納税額への影響 

（図表－１）と、改正後の相続税と贈与税 

（一般税率）の税率表を記載します〈別紙〉。 

現行と改正後の相続税額は、どの程度増加する

ものなのか、①配偶者がいる場合と②配偶者が

いない場合の財産額別の相続税試算額は 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓 話  

幹 事 報 告 
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図表―１のとおりとなります。 

図表―１の増加額に注目してみると、財産額が

２０億円の場合の増加額は①のケースで２４

９０万円、５０億円では１億円近くの増税とな

り、②のケースでは、財産額２０億円の場合６

１９０万円、５０億円では２億円以上の増税と

なります。今回の基礎控除額引下げにより、課

税対象者が拡大されたことに注目されがちで

す。しかし、もともと相続税の最高税率に達す

る財産を所有している資産家からすると、基礎

控除額の引下げと、税率５５％（従来の税率５

０％に５％が上乗せされる）で、２段階による

増税となります。また①のケースの場合に、二

次相続も視野にいれた分割検討がより重要と

なります。財産額２０憶円の相続税額は、配偶 

 

 

者の軽減を適用して４億３４４０万円となり

ます。しかし、二次相続の際、配偶者の財産は

１０億円で②のケースの３億９５００万円と

なり、一次相続・二次相続を合計すると８億２

９４０万円の相続税額となります。仮に一次相

続の際、２０億円の財産に配偶者の軽減を適用

しない場合の相続税は４億３４４０万円の２

倍の８億６８８０万円となり、その差額は３９

４０万円になります。その差額が大きいとみる

か小さいとみるかは、配偶者の固有財産の状況

、相続人の年齢、財産の内容により異なります

。二次相続の際の財産額や基礎控除額、小規模

宅地等の特例適用の有無等を考慮する必要が

あります。 

 

 

 

 

 

現行 改正後 増加額 現行 改正後 増加後

３億円 23,000 28,600 5,600 58,000 69,200 11,200

５億円 58,500 65,550 7,050 138,000 152,100 14,100

１０億円 166,500 178,100 11,600 371,000 395,000 24,000

２０億円 409,500 434,400 24,900 871,000 932,900 61,900

５０億円 1,159,500 1,253,800 94,300 2,371,000 2,582,900 211,900

（注）配偶者の取得財産は法定相続分で取得したものとして試算

財産額
①配偶者と子供２人のケース ②子供２人のケース

●図表－１　財産額別の相続税額 （単位：千円）

（相続税の税率表）

１００分の１０

１００分の１５

１００分の２０

１００分の３０

１００分の４０

１００分の４５

１００分の５０

１００分の５５

２億円を超え３億円以下の金額

３億円を超え６億円以下の金額

６億円を超える金額

1,000万円以下の金額

1,000万円を超え3,000万円以下の金額

１億円を超え２億円以下の金額

3,000万円を超え5,000万円以下の金額

5,000万円を超え１億円以下の金額

（贈与税の税率表）

１００分の１０

１００分の１５

１００分の２０

１００分の３０

１００分の４０

１００分の４５

１００分の５０

１００分の５５

1,000万円を超え1,500万円以下の金額

1,500万円を超え3,000万円以下の金額

3,000万円を超える金額

200万円以下の金額

200万円を超え300万円以下の金額

600万円を超え1,000万円以下の金額

300万円を超え400万円以下の金額

400万円を超え600万円以下の金額
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マルチプル・ポールハリスフェロー表彰式 

高橋宏資会員（五回目） 

皆さんのおかげでポールハリスフエロー（五

回目）を受賞

しました。 

これからも米

山基金を宜し

くお願い致し

ます 

 

 

 

 

 
内田 修心 地域・環境保全委員長 

 

駅前花壇の花植えを下

記の通り実施いたしま

す。ご都合のよろしい方

はご参加ください。 

日時：11月 6日(木)  

午後 5：00～ 

 

佐藤 直子 青少年奉仕委員長 

千葉科学大学 RAC 11 月例会のお知らせ 

1

11 月 10 日(月） 

11 月 17 日(月)  

何れも 18 時点鐘 

皆様も振るってご参

加の程宜しくお願い

致します。 

 

 
オールド ブラックジョー 

      桜井 広和会員（パスト会長） 

♪ ～ 若 き 日 
はや夢と過ぎ  

我が友  皆世
を去りて  あ
の世に楽しく
眠り  かすか
に我を呼ぶオ
ールド  ブラ

ックジョー  我もゆかん  はや老いたれ
ば・・・・ 

アメリカ音楽の父とも称される S.C.フォス

ターの名曲を久し振りに聴いた。 

 自分が年を重ねた故か今までとは違った寂

寥感を味わう。 

 農林大臣や運輸大臣等を務めた親友の一人

は 22 年前に旅立った。享年５８才だった。 

 同年で一ツ橋大のボート部で主将を務めた

ほどの偉丈夫な娘の舅は６年前にガンで亡く

なっている。 

ロータリーでもいろいろな人との出会と別

がある。西原先生、菅井治郎先生、そして小倉

和夫さん等々去年は織田吉郎さん・・・・ 

私自身傘寿を過ぎ膝の手術、ペースメーカー

埋込、難聴、物忘れ等々老代が住んでいるが、

これからも simple，steady． そして slow な

生活をしてゆきたいと思っている。 

（桜井 商事（株）会長） 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３３名 欠席９名 出席率 78.57% 

 欠 席：青野君・鴨志田君・栢尾君・丸山君 

越川君・宮内榮君・杉山君・島田君 

植田君                             

【Ｍ Ｕ】 

10/27：RAC 例会 丸山君・坂本君  

 

【ニコニコ】 

 

お 知 ら せ 

会員投稿欄への投稿を募集中：ジャンルは問い

ません、400～600 字で下記宛に。また委員会

報告等は金曜日までにお願い致します。  

 

銚子ロータリークラブ事務局 

Fax ０４７９－２５－８７８９ 

Male； <rotary@choshinet.or.jp> 

広報・会報委員会委員長  宮内清次 

Male： <seiji.m@mocha.ocn.ne.jp> 

ニコニコ BOX ￥  4,000 計 ￥203,000 

スモールコイン ￥  － 計 ￥ 25,230 

米山 BOX ￥  3,900  計 ￥ 26,020  

希望の風 ￥  － 計 ￥114,000 

次週のプログラム（１１月１２日）  

 

「ロータリーの公共イメージとは」 

 

     宮内 清次広報・会報委員長 

 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 

会 員 投 稿 欄 

委員会報告 

マルチプル・ポールハリス・フェロー 


