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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2532 回 例会 平成 30 年 2 月 14 日(水) 晴れ

会長挨拶

点鐘

会長 幹事会報告
・バリー・ラシン会長エレクト
が選んだ 2018-19 年度テーマは
「インスピレーションになろう」
・第 2780 地区 脇ガバナー地区方針発表
堂前会長エレクトより、PETS 報告と一緒に
後日報告
3 月 4 日(日)伊勢原中央 RC40 周年記念式典
多数参加お願いいたします。
3 月 10 日(土)日台国際交流ダンスフェスティバル
当クラブ事業 日台国際交流ダンスフェスティバル
小泉実行委員長より報告
例会場のお知らせ
2 月 28 日(水)・3 月 7 日(水)
伊勢原市総合運動公園体育館会議室
3 月 28 日(水)～6 月迄の通常例会
和膳 照國

ロータリーソング
司会･進行
お客様

堂前 慶之会長エレクト
野村証券(株)平塚支店
支店長 玉井 常裕様 (平塚 RC)
ファイナンシャルアドバイザー
渡辺 真志様
大手町トラスト 税理士 公認会計士
佐藤 直司様
伊勢原芸術花火大会実行委員会
柏木 貞俊様(実行委員長)
飯島 大輔様(副委員長)

今後の予定
2/21

幹事報告

井戸川 秀治会長
それでこそロータリー
四つのテスト(飯田隆三会員)

第 2533 回

振替休会：伊勢原中央 RC40 周年式典
卓話：飯田隆三君(友好クラブ委員長)

2/28
第 2534 回
★ガバナー事務より
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
・クラブ細則についてのアンケートのお願いが
伊勢原中央 40 周年記念式典
3/ 4(日)
第 2533 回
配信されております。
締切：2/28
卓話：ミニ卓話
3/ 7
第 2535 回
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
・「卓話者データーベース」登録のお願いが配信
されております。
日台国際交流ダンスフェスティバル
3/10(日) 第 2536 回
各クラブ優良卓話情報推薦提供のお願い。
振替休会：3/10 ダンスフェスティバル
3/ 14
第 2536 回
締切：2/28
当クラブ 添田会員にお願いしております。
・地区ウェブサイトを通じたセミナー等の出席者
登録についてのお願いが配信されております。
・米山終了奨学生・カウンセラーアンケート実施のご案内が配信されております。
★伊勢原中央 RC より
40 周年記念式典出席者名簿のお願いが届いております。
締切：2/20 15 時迄
★伊勢原青年会議所より 賀詞交歓会参加のお礼が届いております。
★伊勢原観光道灌まつり実行委員会より 第 3 回実行委員会の資料が届いております。
スマイル報告
玉井

常裕様

井戸川秀治君

外谷 正人 スマイル委員会委員長
本日は、よろしくお願いいたします。
平塚 RC 玉井様、野村證券 渡辺様、大手町トラスト 佐藤様、ようこそおいでくださいました。
歓迎いたします。渡辺様、佐藤様、卓話楽しみにしています。芸術花火大会実行委員長 柏木様、
副実行委員長 飯島様、花火大会楽しみにしています。頑張ってください。松下さん、初孫誕生お
めでとうございます。

東

学君

堂前

慶之君

東井

重和君

松下

孝君

玉井様、渡辺様、佐藤様、柏木様、飯島様、ようこそ伊勢原ロータリークラブへ。歓迎いたしま
す。渡辺様、佐藤様、卓話よろしくお願いいたします。
平塚 RC 玉井様、野村證券 渡辺様、大手町トラスト 佐藤様、ようこそいらっしゃいました。本
日は、よろしくお願いいたします。伊勢原芸術花火大会 柏木実行委員長、副実行委員長 飯島様、
ようこそ。成功ご祈念申し上げます。
平塚 RC 玉井様、本日卓話ご担当の渡辺様、佐藤様、花火大会実行委員会 柏木様、飯島様、よう
こそいらっしゃいました。本日はよろしくお願いいたします。
野村証券 玉井様、渡辺様、大手町トラスト 佐藤様、本日卓話、よろしくお願いいたします。

〃

伊勢原芸術花火大会実行委員会 柏木様、飯島様、ご苦労様です。

〃

2/11 待望の初孫が生まれました。2850g 男の子です。母子ともに健康です。スマイルします。

築城

忠生君

添田

博充君

田村

貴寿君

熊谷

勝利君

外谷

正人君

会員誕生祝い

配偶者誕生祝い

結婚祝い
スマン

出席報告

伊勢原芸術花火大会実行委員会 柏木様、飯島様、ようこそいらっしゃいました。4/14 楽しみに
しています。
昨日から出勤を始めた 39 歳の新職員が、もう今朝来ていません。スタッフが電話したところ、
「院長から、自分に対する感謝が足りないからもう行かない。
」とのこと。感謝の気持ちの伝え方
知りたいです。
平塚 RC 玉井様、野村證券 渡辺様、大手町トラスト 佐藤様、花火大会実行委員長 柏木様、副実
行委員長 飯島様、ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願いします。
こんにちは、熊谷です。3 月 5 日のゴルフが、今から心配です。後、野村証券さん、仮想通貨はこ
れからどうなるでしょうか？
今月 2/14 はバレンタインです。早速会社の女性職員から、義理チョコをいただきました。本命
チョコは貰えるかどうか分かりませんが、期待して今日は家に帰ろうと思います。皆様も楽しみに
帰宅してください。
野中 敏幸君→今日 2/14 は、私の 93 歳の誕生日です。お祝いしていただき、ありがとうござ
います。それと、先月でしたが妻も誕生日でした。お祝いいただき、ありがとうご
ざいました。
井戸川秀治君→誕生日、お祝いありがとうございます。こう見えてもまだ 56 歳です。チョコレー
ト欲しい年頃です。
堂前 慶之君→誕生をお祝いいただき、ありがとうございます。52 歳になりました。まだまだ若
僧です。
大谷
聰君→妻の誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。今日はチョコレートの日、
妻の誕生日です。しかもクラブの例会と重なって、とてもハッピーな日となりまし
た。
小泉隆一郎君→結婚をして 27 年になります。子供は全員就職して、二人の時間が多くなりまし
た。仲良くしようと努力いたします。
飯田 隆三君→野村証券平塚支店 玉井支店長様、渡辺様、大手町トラスト 佐藤様、ようこそおい
でいただきました。本日の卓話、よろしくお願いします。本日諸用の為途中で早退
します。スマンです。

貝原 剛規 出席委員会委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率(％)

前々回修正出席(％)

62

60

32

53.33

なし

事前 MUP
松下 孝君→地区チーム研修セミナー
東
学君→地区チーム研修セミナー

お客様ご挨拶
伊勢原芸術花火大会実行委員会
委員長 柏木 貞俊様
第 6 回にわたりご支援いただきまして、改めて感謝のお礼申し上げます。只今、協賛金と今後の開催が続くかどう
かという岐路に立たされております。第 7 回も是非ご支援をよろしくお願いいたします。
副実行委員長 飯島 大輔様
4 月 14 日(土) 開場 13:00～ 打ち上げ 19:00～ 伊勢原市総合運動公園自由広場にて
堂前会長エレクトより
4 月 14 日(土) 当クラブ 花火大会移動例会

委員会報告
小泉 隆一郎 日台国際交流ダンスフェスティバル実行委員長
例会日：3 月 10 日(土) 日台国際交流ダンスフェスティバル
当日 8：45 集合 準備 開催 14：00～ 開会セレモニー・1 部・2 部・3 部
広告印刷中 市内小学生に広告配布予定。
会員の皆様には組織表をお配りいたしますので、全員ご参加していただきたいと思います。ご協力お願いいたします。
外谷 正人 副幹事
地区研修・協議会のお知らせ
日 時：4 月 8 日(日) 登録 11：30 ～ 12：30 研修・協議会 12：30 点鐘
場 所：神奈川県立保健福祉大学
対象者：次年度委員会委員長・入会 1 年・2 年の方 堂前会長エレクトより対象者にご連絡いたします。
東
学 幹事
地区新会員の集いご協力のお願い
5 月 26 日(土)地区新会員の集いが行われます。入会 3 年までの方で、企画からご協力いただける方 2・3 名お願い
したいと思います。米山奨学生カウンセラーも 1 名お願いしたいと思います。
2019 年規定審議会立法案提出のお願いが届いております。
立法案は本年度から毎年、地区・研修協議会で決議されることとなりました。
制定案：RI の条文改正にかかわるもの
決議案：道徳律・倫理的なもの ロータリアンとしての考え(こうした方がよいのでは？という考え)
その決議案を提出してくださいとのことなので、ご意見のある方はご提出お願いいたします。

卓話

大手町トラスト公認会計士

佐藤 直司氏

野村證券 平塚支店の渡辺と申します。自社株贈与ついて納税猶予制度がこの春から改正されます、これまで
は猶予が少なく使い勝手が悪い制度だったのですが、今回の改正で 100％猶予となり、適用要件も広がりま
す。本日はこちらをテーマに、野村證券常駐の税理士・公認会計士である佐藤先生から説明をして頂きます。
佐藤です。よろしくお願いいたします。まず自社株を贈与すると贈与税を払うことになるのですが、その支払
いを猶予しましょうというのが今回の改正です。ではどのくらい猶予になるのかと言いますと、今までは半分
程度でしたので中小企業の経営を圧迫していました。猶予されても打ち切りになる場合もありました。日本の
雇用者の大半は中小企業で働いています。しかし、経営は厳しく、中小企業の減少が止まりません。経営者の高齢化、
後継者がいない、自社株贈与の税が重いなどの問題があります。改正後は 100％猶予となり、社員数の減少での打ち
切りについても緩和され、事実上打ち切りは無くなります。
例えばですが、自社株の価値が 10 億円のときに猶予制度を受けたとして、猶予を受けた税額が 4 億円だったとしま
す。その後、経営環境が悪化し会社を手放すことになったとします。買い手が付けた値段が 2 億円だったら、2 億しか
お金は入ってきませんが納税猶予は 4 億円です。これまでの制度では 2 億円足りないのですが、足りない分は減免し
残りの 2 億を払うということでした。改正後は会社の価値 2 億円に対しての税金をあらためて計算し直し、その額を
払って頂くということになります。会社がいよいよ危なくなったとき、最終的には経営者の個人資産がラストリゾート
になります。10 億の企業価値があったのに 2 億円で手放すという状況では、経営者の個人財産も相当減っていると考
えられます。改正後はあらためて算出された税金を払っても、いくらか残った資金を個人資産として充てることができ
るので、血の通った改正になったと言えると思います。これまでは社長の持ち株だけが猶予の対象となっていて不公平
感もありました。改正後は複数人が猶予の対象になるので、かなり使い勝手が良くなります。
今回の改正はあくまでも時限立法であり、10 年間の適用です。またその準備計画は 5 年以内に都道府県に提出しない
といけません。意外と時間がありません。
「準備に 5 年もある」ではなく「5 年しかない！」と思って頂きたい。5 年
しかないのです。会社で顧問の税理士さんに相談しながらすぐにでも準備を始めて欲しいと思います。
「それ、野村に
聞いてみよう」というフレーズにもありますように、どうぞお気軽に野村證券にもご相談ください。もちろんご相談は
無料です。本日は貴重なお時間を頂きありがとうございました。
例会場
例会日
事務局

伊勢原市総合運動公園会議室
毎週水曜日 12:30～１３:３０
神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内
TEL. 0463-92-5777
FAX. 0463-95-5313
E-mail. rc1isehara@gmail.com

