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例会開始前の握手会 

司会進行 石井英男 SAA 

 

ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらが誇り 

 

四つのテスト唱和  

大澤二三夫 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらが誇り 

四つのテスト 大澤二三夫 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

 

委員会報告 

IM実行委員会 井上脩士 実行委員長 

クラブ研修・広報雑誌 坂口正城 委員長 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

① 皆様こんにちは、9 月最

後の例会です。週末 30 日

は第 33 回ふれあい広場が

川里農業研修センターで実

施されます。当クラブは例

年風船アーチの作成、展示

のお手伝いが有ります。社会奉仕活動の一

環で全員の奉仕活動を宜しくお願いします。 

場所は、集合時間は AM8；00です。 

② さて、先週 21 日（金）は雨の中、国際奉

仕活動の一環でペットボトルキャップの持ち

込みを川口の東武産興さんに馬場委員長と

一緒に伺いました。 

現在は上尾までは集めてくれる様ですが、

残念ながら鴻巣までは来ないので、皆様の

善意を生かすには川口まで持ち込むしか方

法は有りません。道中 2 時間かかりました。

70l袋が 6袋で重量は合計 80ｋｇになり、この

活動がポリオ撲滅の巣少しはお役に立てて、

キャップを集めて頂いた会員皆様に感謝申

し上げます。 

③ 本日は井上会員様のご要請に応えて、

生前相続（生前贈与）に関してお伝えします。 

生前贈与には 6 種類の方法が有ります。一

般に贈与税は相続税に比べると課税に応じ

て税金が高く、一方、各種の非課税枠が有り

ますのでお伝えします。 

（基本）贈与をする人（贈与者）、贈与を受け

る人（受像者） 

1． 非課税枠と税率 

毎年受贈者に対し 110万円までの現金贈

与は非課税、それ以降の金額に対し課税

10％（110 万超え～310 万ままで）、55％

（4500 万超え。控除額 400 万円）課税．8

段階の課税枠あり。 

一方、相続税の最高税率は 55％（6 億超

え、控除額 7200万円） 

2． 贈与には（暦年贈与）と（相続時精算課

税）が有ります。 

（暦年贈与）毎年一定の額を相続人に金

銭贈与する。孫は子が存命の時相続人で

は有りません。 

非課税枠 110 万＊10 年＝1100 万円（税

務署によっては定期金として全額課税対

象になる場合もある。毎年最大額を110万

として、額の変化が必要。 

課税対象：310 万＊10 年＝3100 万（税額

合計 20万＊10年＝200万） 

  510万＊10年＝5100万（税額合計 55

万＊10年＝550万） 

  4500 万＊10 年＝45000 万（税額合計

2255 万＊10＝22550 万～55％課税、受

贈者を 1人ではなく、人数を増やすと同じ

額でも分割されて課税額が安くなる。 

贈与の方法～口約束や勝手に受贈者の口

座に振り込んでも法律上は贈与にならな

い。相続の際に贈与者の遺産とみなされ

る。書面をお互い交わして実印、印鑑証

明、関係書類（戸籍謄本）とお互いの銀行

口座等記載した贈与契約書の作成、実施

が必要。（タンス預金又は証拠を残さない

方法でも税務調査が入る場合が有る。（貴

金属） 

また、相続開始 3 年前までの贈与金額合

計がみなし相続財産として課税されます。 

暦年課税を進めるなら、贈与者が元気な

内に早め準備が必要。 

（相続時精算課税） 

この制度は贈与時に贈与財産に対する

贈与税を納め、贈与者が死亡した時にそ

の贈与財産の価格と相続財産の価格を

合計した金額を基に計算した相続税額か

ら既に納めた贈与相当額を控除すること

で贈与税、相続税を納税する。 

適用対象者：贈与者は 60 歳以上の父母又

は祖父母、受贈者は推定相続人である20

以上の子又は孫（贈与の年の 1月 1日現

在の年齢） 
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メリット～贈与時は贈与税非課税額 2500

万円、超えた額は一律 20％の課税 

  株式等資産価値が上がる財産の生前

贈与～相続時の価格で評価、有利 

デメリット～資産価値が下がる財産の生前

贈与の場合は贈与時の価値で評価される

ため不利。相続時精算課税を一度選択

すると暦年課税は使えない。 

  相続税評価時に相続財産と合算して

相続税評価を実施し、既に納入済の贈与

税は控除するので面倒。 

3． 配偶者の贈与特例 

夫婦の婚姻期間が 20 年を過ぎた配偶者

に対し、暦年課税の特例で控除あり。 

配偶者から贈与された財産を自分が住む

ための居住用不動産又は取得するため

の金銭として贈与を受けた年の翌年 3 月

15 日までに居住している、継続して居住

見込みの事。同じ配偶者からは一生に一

度のみの適用。暦年贈与＋相続時精算

課税制度の両方が使えます。この制度は

妻に対して基本は最高 2000 万円まで配

偶者控除出来る特例です。納税額が無く

ても申告書を税務署に提出必要です。 

この特例利用した財産等～相続発生 3年

以内の贈与は生前贈与加算の対象外。 

店舗兼用住宅の贈与を受けた場合は居

住用から優先して贈与を受けたとして申

告可能。居住用の割合が 90％以上の場

合はすべて居住用不動産として適用され

る。 

 課税申告期限：贈与を受けた年の翌年

2月一日～3月 15日までに住所地管轄す

る税務署へ贈与の申告必要。課税される

場合は現金で納付必要。 

4． 直系尊属からの住宅取得資金の贈与 

直系尊属から贈与を受けた年の 1月 1日

現在 20 歳以上の子供又は孫に対して住

宅取得等の資金贈与を受けた資金の内

一定額は贈与税が非課税となる制度。 

H28年 1月 1日～H32年 3月 31日まで

～良質住宅用家屋 1200万円まで 

H32年 4月 1日～H33年 3月 31日まで

～同 1000万円まで 

H33年 4月 1日～H33年 12月 31日まで

～同 800万円 

消費税 10％に上がる場合はこの限度額

が 3000万円/1500万円/1200万円 

 要件は贈与を受けた年の 3月 15日まで

に新築または増改築し、同日までに自己

の居住又は地帯なく居住確実な事。贈与

を受けた年の合計所得合計が 2000 万円

以下。 

 これも時限付措置です。 

5． 教育資金の一括贈与 

直系尊属（父母、祖父母等）が 30 歳未満

の子や孫に対して教育資金を一括して贈

与した場合に一定額まで非課税になる措

置。この資金について子、孫毎に 1500 万

円まで非課税。学校以外は 500万円が限

度。教育資金は贈与者が信託銀行に教

育資金管理契約の締結を行い、30 歳未

満の受贈者は信託銀行に教育資金非課

税申告書、領収書を提出し必要資金を引

き出す。受贈者が 30 歳になったときの未

使用分は贈与課税されます。 

メリット～教育費、生活費、下宿代も生活

費として非課税。 

デメリット～贈与者が死亡した場合残った

財産に相続税がかかる。資金の使途が不

明確になる。 

6．結婚、子育て資金の一括贈与の非課税

措置（H27.4．1～H31．3.31） 

直系尊属（父母、祖父母等）が 20 歳以上

50歳未満の子や孫に対し結婚、子育て資

金を一括して贈与した場合、一定額まで

非課税出来る措置。 

 制度は学資と同じく信託銀行に対し結

婚、子育て資金の管理契約を贈与者が行

い、受贈者が結婚、子育て資金非課税申
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告書、領収書を提出して必要資金を引き

出す。 

 非課税枠～子、孫毎に 1000 万円まで、

結婚費用は 300万円まで非課税。 

 受贈者が 50 歳になったときの残額は贈

与税の対象。 

 贈与者が死亡時に贈与残高は相続税

の対象 

 ＊子供名義の預金を作成し、父母が管

理している場合は贈与と認められない。 

 贈与者に対しても、相続税、贈与税の支

払いに対し非課税枠は有りますが、納税

額が資産に対し著しく過少と判断された

場合は税務調査で最高７年に遡り徹底的

に調査され、悪質とみなされた場合は利

子税、延滞税、重加算税の対象になりま

す。 

以上 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 9/30 ふれあい広場風

船作り 

(2) 11/10地区大会開催 

詳細は追って通知 

(3) 10/3 こうのす花火大会 

 振替休会 

(4) 11/30 リーダーシップ研

究会開催 

幹事報告 以上です。 

 

 

大石正幸 会員へ 

地区会員増強維持部門委員長より記念品 

委員会報告 

IM実行委員会 井上脩士 実行委員長 

平成 30 年 7 月 9 日（月）、

「とき」にて第一回ＩＭ実行委

員会を開いた。 

平成 31 年 2 月 27 日（水）

クレアこうのす小ホールにて

開催する。点鐘は、PM1：30。 

懇親会は、PM4：30～。講師は、日本 GPS 関

連の人に依頼済。 

組織図の中の各部会の部会長、副部会長は

人選済です。今後、ひと月に一回のペースで実

行委員会を開催します。そこで、行程表・チラシ

作製・キャラバンの時期などを決めて行きます。

ウォーキングの委員会と重なる部分があります、

皆さんの協力をお願いします。 

第二回実行委員会は10月初めに開催します。

部会長・副部会長の出席をお願いします。 

クラブ研修・広報雑誌委員会 

坂口正城 委員長 

国内の子供たちの貧困対策、

居場所づくりということで大宮

中央 RC はそば打ちを生かし

て「さいたま子ども食堂」を支

援しています。 

地区補助金を使ってより充

実した支援を行い、子供たちに頼りにされてい

るということです。 

ひとこと 加藤  勉 会員 

先日第 3木曜会参加いただ

きありがとうございました。 

当日 5 ホール目で右足を痛

めハーフで終わらせていただ

きました。帰って 2 日位様子を

見たが、痛みが取れないので

土曜日に山川先生の鴻北クリニックに行ってみ

てもらったところ、腰から来ているとのことでした。

今日もリハビリに行きます。早く治してまたゴル
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フができるよう頑張りたいと思います。尚、木曜

会は 11月 14日(水) 例会が休みなので妻沼ゴ

ルフ場 3組予約してあります。10月末に募集案

内を出しますので参加宜しくお願いします。 

 

我が社の近況報告 小畑正勝 会員 

ここの所、仕事量が増え人

手不足となり、インドネシアの

実習生を採用する事で、現地

ジャカルタへ面接に行きまし

た。 

仲介してくれた人材会社の

話ですと日本からの採用希望は多く、毎月

2,300 名位入国しているそうです。少子化の日

本は、ますます外国人に仕事を委託する事に

なるだろうと思います。 

他クラブの行事に参加してみて 

大澤二三夫 会員 

8 月 26 日（日）に大宮北東

RC の行事に参加してきまし

た。 

事業内容は岩槻にある児童

養護施設での花火大会です。

運営側には今年の米山記念

奨学生と米山記念奨学生 OB、約 20 名参加し

ていました。その施設では 0歳から 18歳までの

88 名の児童がいます。因みに、0 才～3 歳で 8

名、施設に居ます。入所している児童の状況は

様々です。親が DV であったり、薬物で子供を

育てられない等様々です。継続事業ですが、子

供たちが夏を楽しんでいる様子が伺えて良かっ

たです。 

出席報告 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 9月 26日 9月 19日 9月 12日 

 1259回 1258回 1257回 

 通常例会 夜間例会 通常例会 

会 員 数 34 35 35 

出 席 数 17 22 30 

欠 席 数 17 13 5 

例会出席率 50.00% 62.86% 85.71% 

Ｍ Ｕ 数 1 1 0 

合計出席数 18 23 30 

出 席 率 52.94% 65.71% 85.71% 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 213,392 円
本 日 の 合 計 17,000 円
次回繰越金合計 230,392 円  

 

 
 

 
 

 
 

 

個人スマイル 

 

会員スマイル １ 

９月 30日のふれあい広場参加お願いします。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・馬場知

行会員・松本安永会員・井上脩士会員・大澤二三夫会

員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・田

邊 聖会員・成田志津子会員・宮内たけし会員・松村豪

一会員・星野光生会員・大石正行会員 

ふ れ あ い 広 場 

風船アーチづくり  

川里農業研修センター 

2018年 9月 30日 
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編集後記 

宮内たけし 

4月からスタートしたＮＨＫ総合「チコちゃんに叱ら

れる！」（金曜・後７時 57分、再放送は土曜・前 8

時 15分）で極めて珍しい現象が続いている。 

 初回の 4月 13日から 6月 30日までに放送さ

れた全 12回（7月 6日の放送回は臨時ニュース

のため休止）で、再放送の平均視聴率が本放送

をすべて上回っているのだ。最近、本放送の平

均視聴率が 10％前後なのに対し、再放送は

12％前後を推移。6月30日の再放送では番組最

高の 13・5％を記録した（ビデオリサーチ調べ、数

字は関東地区）。 

 新感覚の雑学番組だ。博識な5×100円歳の少

女のキャラクター・チコちゃんが司会・岡村隆史ら

大人の解答者に、「お別れする時に、手を振るの

はなぜ？」といった素朴な疑問をクイズ形式で出

題。答えられないと、ＣＧで合成されたチコちゃん

が顔を真っ赤にして、頭から煙りを吹き出しなが

ら、「ボーっと生きてんじゃねーよ！」と叱（しか）

りつける。子供目線で見れば、問題に答えられ

ずタジタジとなる大人たちの姿は痛快この上な

い。 

 それにしても、なぜゴールデン帯（午後 7～10

時）に放送される本放送より、翌朝の再放送が常

に視聴率が高いのか。ＮＨＫ関係者の話を総合

すると、いくつかの要因が見えてきた。 

 まず考えられるのは、再放送が、平均視聴率

20％台で好調をキープする朝ドラ「半分、青い。」

の直後に放送されていることだ。一定の朝ドラ視

聴者が、そのまま次の番組に流れ込んでくる可

能性は高い。ただ、同様の条件で 3月末まで放

送されていた「チコちゃん―」の前番組「週刊ニュ

ース深読み」の平均視聴率は１ケタが多かった。

となると、“朝ドラ直後”だけが要因とは言い切れ

ない。 

 以前、番組関連の取材をした際、制作統括の

水高満氏は土曜朝の放送時間帯について、「Ｎ

ＨＫでは珍しく、若年層と 40代のお母さん世代の

視聴者層が突出している」と説明していた。つま

り、「チコちゃん―」に対する同時間帯の視聴者

のニーズが、「週刊ニュース―」以上に合致した

と考えられる。休日に遅めの朝食を摂（と）る人

や、出かける前に見やすい時間帯であることも

再放送の視聴率を後押ししているようだ。 

 加えて、目に見えない工夫も凝らされている。

チコちゃんの「声」を担当するお笑いタレント・木

村祐一のセリフがほぼアドリブだという。司会ア

シスタントの塚原愛アナウンサーは「私たちは個

別に打ち合わせをしているので、木村さんが何を

言うかは知らされていない。岡村さんは問題の

内容を知らない。だからドキドキする」と話してい

た。そうした“ライブ感”が視聴者にも伝わるのだ

ろう。 

 放送開始からわずか 3か月。ＮＨＫの木田幸紀

放送総局長が「作りはシンプルだが、コロンブス
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の卵と一緒で作るのは大変。敬意を表したい」と

最大級の賛辞を送るほどの人気番組に急成長し

た。あれこれと御託を並べたが、チコちゃんに

“視聴率の珍現象”の理由を尋ねたら、「ボーっと

生きてんじゃねーよ！」と叱られるだろうか。（ス

ポーツ報知） 

人気番組に急成長。こと愛の紅白出演は決まり

か？ 如何に知らないことが多いいことか。 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 

10月10日

（水） 

第 1260回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月13日

（土） 

第 1261回移動例会 

第 17回こうのす花火大会 

18：30 開会 糠田グラウンド 

10月17日

（水） 

第 1262回通常例会 

外来卓話 

10月24日

（水） 

第 1263回移動例会 

職場訪問： 

長野県東御市ワイナリー 

10月31日

（水） 
休会 

11月 7日

（水） 

第 1264回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

11月 

10･11日 

(土･日） 

第 1265回移動例会 

地区大会 

浦和ロイヤルパインズホテル 

11月14日

（水） 
振替休会（地区大会） 

11月21日

（水） 

第 1266回移動例会 

献血 

鴻巣市総合福祉センター 

11月21日

（水） 

第 1267回移動例会 

夜間例会 

鴻巣市生涯学習センター 


