
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸 忠 

◎点鐘             会長 萩生田政由                                                     

◎ロータリーソング 「我等の生業」 

            ソングリーダー 菊池  敏 

｢四つのテスト｣唱和  SAA・親睦委員会 矢部 勝美                    

◎お客様紹介           会長 萩生田政由 

 東京調布ロータリー・クラブ  会長 新田 重彦様 

    〃           副幹事 鬼束 浩司様 

 三井生命保険(株)ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ   内林 友志様 

    〃       多摩営業部長   田中 宏幸様  

◎会務報告           会長 萩生田政由 

 ９月４日開催の第５回理事会（定例）の報告をします。 

 １．10月７日開催の障害者テニススクールの予算案   

   を一部修正（記念品代を削除）、承認しました。 

 ２．10月31日開催の多摩東グループ合同親睦例会当

日の実施について、豊島ガバナー補佐の要請によ

り多摩RC、稲城RC、多摩グリーンRCの3クラブ

実行委員会を立ち上げての協力を決定しました。 

 ３．「多摩市内の奉仕行事への積極的参加プロジェク

ト」委員会からの提案 

   イ）11月17日～24日開催の多摩市障害者福祉協

会主催、第 23 回多摩市障害者美術作品展に

協賛金9千円を承認しました。 

   ロ）10 月 6 日（日）開催の多摩少年消防団によ

る「ラッパ隊」発会式に会員の参加の呼びか

けをする旨、報告がありました。 

その他、地区からの連絡事項 

 １．規程審議会勉強会の案内が来ています。 

   10月7日15：00～17：00、会場ガバナー事務所 

にて。来年3月までに4～5回開催予定。将来の 

クラブリーダーたらん方は是非参加ください。 

２．卓話講師推薦の要請。クラブから 1 名、9 月 30

日期限で、相応しい方の推薦をお願いします。 

◎幹事報告           幹事 三田みよ子 

 ＊配布 「東京調布ロータリー・クラブ創立５０周年

記念式典ご案内」 

 ＊回覧 R財団NEWS9月号、ロータリー全国囲碁大会 

案内、地区ポリオプラス委員会協力：プラタ 

ーズ・クリスマスコンサート申込み案内。 

 

 

 

 

 

 

 

＊他クラブ例会変更     東京調布むらさきRC 

＊報告 東京調布むらさきRCの小山国治会員が9月

7日享年88歳にてご逝去されました。 

     慎んで報告させて頂きます。     

◎東京調布ＲＣ創立50周年記念式典ご案内 

         東京調布ＲＣ会長 新田 重彦様 

              副幹事 鬼束 浩司様 

 貴重な時間をお借

りして、創立50周年

式典のご案内をさせ

て頂きます。11月11

日、内容としてはパ

ンフレットの通りで

す。私共のクラブは

昭和 38 年創立で現

在のバナーは、東京

オリンピックのマラソン折り返し点が味スタの前だっ

たのでＵの字をデザインしたものになっています。47

年間使って来ましたが、50 周年を機会に向う 50 年は

使えるであろうという新しいデザインを完成致しまし

た。式典でお披露する予定です。心からのおもてなし

でお迎えしたいと思っております。是非のご来場を宜

しくお願い申し上げます。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 小坂 一郎 

会員総数              35名 

出席義務者数             26名 

出席義務免除者          9名 

出席者数 出席義務者       22名 

出席義務免除者(MU1名含)     8名                              

計               30名 

出席率    30/34 =  88．24％ 

第1071回例会（8/28）訂正出席率 82.35％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 中谷 綋子  
 東京調布RC 
 新田重彦様  創立50周年のＰＲにまいりました 

 鬼束浩司様  よろしくお願します。 

 萩生田政由  東京調布RC会長新田様、副幹事鬼束 

        様、三井生命(株)ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
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会長 萩生田政由 幹事 三田みよ子    
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１３～２０１４年度 

 

人と地域に寄り添う奉仕で、魅力的なクラブを！             

 

 



内林様 田中様ようこそいらっしゃ 

いました。内林様卓話宜しくお願い 

致します。 

 三田みよ子  お客様ようこそ！！内林先生お久しぶ

りです。 卓話楽しみにしています。 

 足立潤三郎  2020年オリンピック開催が決定して 

        世の中なんとなく明るくなったような

気がします。 

 荒瀧 義機  内林様 田中様 新田会長 鬼束 

        副幹事ようこそいらっしゃいました。 

        内林様卓話楽しみです。 

 大松 誠二  7年後皆元気でいようね、がんばろう。 

 伊澤ケイ子  オリンピック バンザイ！ 

        7年後元気で楽しみにしましょう。 

 菊池  敏  内林様卓話よろしくお願い致します。 

 小泉  博  みなさんお久しぶりです。お客様 

ようこそ。 

 峯岸  忠  三井生命の内林さん よろしくお願 

        いします。 

宮本  誠  オリンピックよかったネ。 

       私の誕生日の朝にきまりました。 

       メデタシ、メデタシです。 

宮村  宏  三井生命の方のお話し楽しみです。 

宮村  宏  オリンピック東京開催おめでとう 

ございます。 

 中谷 綋子  秋らしくなりました。オリンピック 

        よかったですね。 

 齋藤 誠壽  涼しくなってきましたね。お客様 

        ようこそおいで下さいました。 

 関岡 俊二  内林様ようこそ、卓話楽しみにして 

        います。 

 津守 弘範  三井生命さまようこそ、調布ロータリー

さまようこそ。 

 森本 由美  内林様本日はようこそ！！ 

        卓話よろしくお願いします。 

本日の合計￥４３,０００ （累計￥３０３，０４８）  

卓話の内林様より謝礼をニコニコにして頂きました。 

◎その他委員会 

★募金活動委員会          委員長 堤 香苗 

 ガバナー公式訪問記念復興支援募金の合計が26,629

円になりました。本部に送金させて頂きます。 

★ゴルフ同好会          部長 小泉  博  

＊ポリオ撲滅チャリティゴルフ、9月20日、申込み

締切りですが、若干名不足気味です。出来れば本日、

今少しの協力をお願い致します。 

＊10月24日の多摩東グループ親睦ゴルフは団体戦で

各クラブ4名となっています。参加募集を致します。 

＊そろそろゴルフ同好会の取切戦です。企画は会計の

伊澤会員にお願いしますので宜しくお願いします。 

★多摩市の奉仕事業への積極的参加プロジェクト 

               委員長 澄川  昇 

 １．過日の多摩市まち美化運動参加者を発表します。 

   堤・三田・峯岸忠・杉山・澄川・田崎・大松・小 

田・伊藤・峰岸千尋・宮村の各会員。 

 ２．当プロジェクトの委員を発表します。足立・遠藤・

伊藤・菊池・村上・杉山真一の各会員です。 

★お知らせ            津守 弘範会員 

 赤尾会員が新百合丘の新しい病院に転院されました。 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 菊池  敏 

 内林様は 1981 年三井生命保険(株)に入社。以来多数

の拠点で営業部長を歴任、現在ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとして

営業教育ｸﾞﾙｰﾌﾟに在籍。顧客目線で判り易いとの評判で、

講演依頼殺到の多忙な時間を割いての本日の卓話です。 

◎卓話 「しあわせ家族の相続対策」  

  三井生命保険(株)ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 内林 友志様  

 内林と申します、お世

話になっている三田とは

十数年の付合いですが、

殆んど彼女に都合よく使

われておりまして、今日

も名指しで連れて来られ

ました。 

 さて本日のテーマです

が、皆様の関心事として、この平成 25 年の税制改革

で大きく変る相続税と贈与についての話が適切と考

え、レジュメを用意しました。 

 いくつかのポイントがあります。 

 １．平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除が

大幅に縮小されます。つまり税金が上ります。 

   ＊従来＝5千万円＋1千万円×法定相続人数 

   ＊今後＝3千万円＋600万円×法定相続人数 

 ２．税率自体もUP。特に課税資産4～5億以上の場合。 

 ３．納税資金の準備が大切。配偶者がいる場合は大き

な配偶者控除があるが、2 次相続（2度目）の場

合は配偶者控除無しで、税額が大。配偶者は通常、

先ず無税、つまり納税資金は子に残すのが賢明。 

４．納税資金の準備。 

   ＊換金可能資産のチェック。 

   ＊不動産売却の検討。 

   ＊物納用資産（利用形態の単純な土地）の準備。 

   ＊法人経営者なら役員退職金（死亡退職金）を準

備。500万円×法定相続人数まで非課税。 

   ＊生命保険の活用。死亡保険金は直ちに支払 

（預貯金は相続確定まで引出し不可）、500万円×

法定相続人数まで非課税。保険料支払いで相続

資産を減じる一方、非課税保険金に転換。 

  ５．節税策。税制改革により、子～孫への生前贈与 

    が軽減され、有利になった。 

   ＊年々贈与して資産を減じ、税総額を小さくする。 

   ＊結婚20年以上の夫婦には居住用資産贈与につ 

いて大きな配偶者控除がある。 

   ＊贈与を利用した生命保険の活用。 

詳しくは別紙レジュメをお読み下さい。また実行には必 

ず専門家にご相談下さい。 

 

◎お礼と点鐘           会長 萩生田政由 

有難う御座いました。皆でよく勉強しておきましょうネ。 

      （今週の担当： 宮本  誠） 


