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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　43名　　欠席者数　15名
出席率　78.18％　　前々回訂正　92.86％　　　　
欠席者　花房，樋口，岩本，加戸，菊井，木本，家守，小橋，小松原，南葉，槌田，山下（常），
　　　（平野），（塩飽），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
鴻上会員・高橋（峯）会員・岡村会員・川
西会員：去る12日・13日の両日に元岡山
北西ロータリークラブ会員中西広一郎さ

んと岡村・鴻上・高橋（峯）・川西の仲間たちが八幡浜・
宇和島の旅へ行ってまいりました。初日の夜は八幡浜
の「北浜大島屋」にて、ふぐ料理に鰭酒での楽しい大
宴会を催し、翌日の宇和島の多賀神社（凸凹神堂）で
の見学はびっくりぽん。参加者が何を見学したかは、岡
村又は高橋（峯）会員に聞いて下さい。
次に宇和島藩七代藩主宗紀が隠居の場所として造っ
た浜御殿・大名庭園「天赦園」、立派な庭園で一時を
過ごし、それから宇和島城天守閣の見学へと向かいま
した。
　その後昼食をすることにし、宇和島城近くの「割烹有
明」での大宴会、「酒は飲みたくない、飲まない」と言い
ながら、注がれたら終わりがないほど昼から酒三昧の
中西広一郎さんと鴻上さん。参加者全員が楽しい一時
を過ごすことができました。宇和島を去る前に道の駅・
みなとオアシス「きさいや広場」でお土産を買い帰途に
つきました。
　2日間の大変楽しい「おじい達」の親睦旅行になりま
したのでスマイルします。おじいバンザイ・バンザイお
じい

松村会員、卓話を快くお引き受けいただ
きありがとうございました。本日は、よろし
くお願いします。

先週の創立夜間例会はインフルエンザ
のため欠席させていただきました。インフ
ルは治りましたが風邪をひき、あまり体調
は良くありません。皆様、体調管理をしっ
かりしましょう。

保険料控除を行わない
　●口座振替を活用する　●通帳管理は受けた人（受贈者）がする
　　

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　3月20日㈰に開催されます第262回ゴルフコンペの締切りが明日となっております。
参加人数にまだまだ余裕がありますので、欠席予定の方もご検討下さい。
　また、4月16日㈯、17日㈰に開催されます第263・264回ゴルフコンペのご案内を再配
布しております。費用等再計算しておりますので、詳しいことが分かり次第ご報告致
します。受付に開催場所のグランディ鳴門ゴルフ倶楽部のパンフレットを置いておりますので、参加予
定の方はお持ち下さい。

３月お祝い行事
　

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　昨日は天気も良く暑いくらいでしたが、２万人近くの参加者により吉備路マラソンが行われ、
私の孫（幼稚園児）もファミリーマラソンに参加しました。ところで、幼児が全力で走っても問題な
い距離は、２５ｍ程だそうです。それ以上走っていると、スポーツ心臓（心臓肥大）になる危険性
があると言われているそうです。小学生でも数十メートルまでで、あまり心肺機能を鍛え過ぎると
早死する可能性が高くなると言われています。但し、トップアスリートだった方で早死する方もおられますが、長生き
する方もおられるので、何とも言えないと思います。話は変わりますが、一昨日よりサッカーのＪリーグが開幕し、ファ
ジアーノ岡山は、惜しくも引き分けに終わりました。今朝の朝刊にも載っていましたが、ユース出身の生え抜きの加
藤健人選手が初出場していました。彼の小学生の頃のことは、今でもはっきりと覚えており、岡山県下でもナン
バーワンの選手でした。彼はとても気持ちの強い子で負けず嫌いでした。当時のライバルが私のチームにいたた
め、フットサルの大会で対戦した時、勝ちたい気持ちが強く、勢い余ってゴールに激突し、足首を骨折してしまい、
折角選ばれていたナショナルトレセン（岡山県から１０人弱しか参加できない行事）を棒に振ってしまいました。でも
本当にサッカーが好きだったのでしょう、足首をギブスで固定したまま、ボールを蹴っていました。我々指導者は、一
所懸命サッカーをして、加藤選手のようになってほしいと思いますが、やり過ぎてスポーツ心臓等体を壊すことにな
らないようにする、さじ加減がとても難しいと感じています。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 3月のロータリーレートは1$=116円です。
② ガバナー補佐訪問クラブ協議会のご案内を配付しております。理事・役員・委員長・入会1年
未満の会員の皆様はご出席くださいますようお願い致します。
③ 本日の卓話資料を配布しています。
④ 財団室NEWS 3月号、ロータリー財団百年誌のご案内、他クラブ週報を回覧致します。
⑤ 本日例会終了後13時30分より、次年度IM実行委員会が開催されますので、ご関係の皆様はご出席ください。
⑥ 3月5日土曜日、岡山プラザホテルに於いて第8・9グループIMが開催されます。出席予定の皆様には資料を配
付しておりますので、よろしくお願い致します。名鑑は幹事がまとめて持って参ります。

内 部 卓 話 
「生命保険を活用した生前贈与」について 　松村　秀治　会員
1.相続税改正と影響
　平成27年1月1日より相続税制が改正されて、相続税が増税となりました。大きな改正点は2点
　　●基礎控除額の引き下げ
　　●最高税率の引き上げの2点であります。
基礎控除額が引き下げられたことによる影響は次の2点であります。
　　●相続税の申告・納税義務のある方が大幅に増加（約1.5倍）します。
　　●資産のある程度お持ちの方は納税額がアップします。
2.「生前贈与」と相続対策
　生前贈与では「あげる人」と「もらう人」の意思表示が大切。
　※意思表示の方法としては、書面に残すことをおすすめします。
　「相続対策」は、「生前贈与」で相続財産を減らすことが大事
3.「生命保険」を活用した生前贈与のメリット
　生前贈与された現金を生命保険として活用したメリット
　生命保険の保険金の非課税枠で課税対象額を減らす。
4.生前贈与を行う際の注意点
　「贈与」が行われた事実を明確にしておくことが大切
　●毎年贈与契約書を作成する　●贈与申告する　●贈与者で生命

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

１月お祝い行事
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前回２月29日の例会記録前回２月29日の例会記録前回２月29日の例会記録前回２月29日の例会記録

今年もお花を頂きました。感謝です。毎
年頂いているので調べてみますと、結
婚以来49年たっていました。こうなれば
後1年間必死になって頑張るつもりです。

先週の2月18日に7人目の孫が生まれま
した。8人目の予定はまだありませんが、
また増えるかもしれません。

先日の土曜日20日の夜に西大寺のはだ
か祭りに初めて参加させていただきまし
た。貴重な体験でした。

2月22日分　4件　15,000円（累計　664,000円）

来週3月第1例会を欠席しますのでスマ
イルします。

岡山理科大学附属中学・高等学校のイ
ンターアクト部部員2名と顧問のジェ
ニファー先生が、岡山北西ロータリーク
ラブより表彰していただきました。表彰の
ため会長さん、入江さん、日笠さんに来
校していただきました。ありがとうござい
ます。

2月29日分　4件　12,000円（累計676,000円）
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早死する可能性が高くなると言われています。但し、トップアスリートだった方で早死する方もおられますが、長生き
する方もおられるので、何とも言えないと思います。話は変わりますが、一昨日よりサッカーのＪリーグが開幕し、ファ
ジアーノ岡山は、惜しくも引き分けに終わりました。今朝の朝刊にも載っていましたが、ユース出身の生え抜きの加
藤健人選手が初出場していました。彼の小学生の頃のことは、今でもはっきりと覚えており、岡山県下でもナン
バーワンの選手でした。彼はとても気持ちの強い子で負けず嫌いでした。当時のライバルが私のチームにいたた
め、フットサルの大会で対戦した時、勝ちたい気持ちが強く、勢い余ってゴールに激突し、足首を骨折してしまい、
折角選ばれていたナショナルトレセン（岡山県から１０人弱しか参加できない行事）を棒に振ってしまいました。でも
本当にサッカーが好きだったのでしょう、足首をギブスで固定したまま、ボールを蹴っていました。我々指導者は、一
所懸命サッカーをして、加藤選手のようになってほしいと思いますが、やり過ぎてスポーツ心臓等体を壊すことにな
らないようにする、さじ加減がとても難しいと感じています。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 3月のロータリーレートは1$=116円です。
② ガバナー補佐訪問クラブ協議会のご案内を配付しております。理事・役員・委員長・入会1年
未満の会員の皆様はご出席くださいますようお願い致します。
③ 本日の卓話資料を配布しています。
④ 財団室NEWS 3月号、ロータリー財団百年誌のご案内、他クラブ週報を回覧致します。
⑤ 本日例会終了後13時30分より、次年度IM実行委員会が開催されますので、ご関係の皆様はご出席ください。
⑥ 3月5日土曜日、岡山プラザホテルに於いて第8・9グループIMが開催されます。出席予定の皆様には資料を配
付しておりますので、よろしくお願い致します。名鑑は幹事がまとめて持って参ります。

内 部 卓 話 
「生命保険を活用した生前贈与」について 　松村　秀治　会員
1.相続税改正と影響
　平成27年1月1日より相続税制が改正されて、相続税が増税となりました。大きな改正点は2点
　　●基礎控除額の引き下げ
　　●最高税率の引き上げの2点であります。
基礎控除額が引き下げられたことによる影響は次の2点であります。
　　●相続税の申告・納税義務のある方が大幅に増加（約1.5倍）します。
　　●資産のある程度お持ちの方は納税額がアップします。
2.「生前贈与」と相続対策
　生前贈与では「あげる人」と「もらう人」の意思表示が大切。
　※意思表示の方法としては、書面に残すことをおすすめします。
　「相続対策」は、「生前贈与」で相続財産を減らすことが大事
3.「生命保険」を活用した生前贈与のメリット
　生前贈与された現金を生命保険として活用したメリット
　生命保険の保険金の非課税枠で課税対象額を減らす。
4.生前贈与を行う際の注意点
　「贈与」が行われた事実を明確にしておくことが大切
　●毎年贈与契約書を作成する　●贈与申告する　●贈与者で生命

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

１月お祝い行事

－３－

本日のメニュー（３月７日（ヘルシー和食））
丼物　海鮮ちらし丼（鰆　鯛　烏賊　サーモン　牡丹海老　いくら散らし　錦糸玉子　煎り胡麻　
　　　　　　　　　　山葵、ガリ　県産昔醤油）
小鉢　帆立、菜の花辛子和え　菊花
温物　茶碗蒸し　振り柚子
赤出汁　三種

次回のメニュー（３月14日）
ほたて貝柱のグリエとカリフラワーのクリーム　　　牛フィレ肉のステーキ　グラタン風
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣
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