
1 / 6 

 
 

0

 

 

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 奉仕の理想 

 

四つのテスト唱和  

山口光男 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 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

 山口光男 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

クラブフォーラム 

IM実行委員会 井上脩士 委員長 

各担当報告 各担当会員 

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 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「インスピレーションになろう」 

“BE  THE  INSPIRATION”  

第 1277回例会 2019年 2月 20日 

日 



2 / 6 

 
 

会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、今日 2 月

20日はＩＭまで1週間と迫りまし

た。会員全員で山口ガバナー

補佐、柿沼補佐幹事、井上実

行委員長の御指導の下、2 月

27 日当日は会員全員一致団

結してＩＭを盛り上げましょう。 

さて、2月 15日も過ぎ、確定申告の時期にな

りました。本年度の確定申告においては保険の

名義変更で 2019年度より死亡保険金や各種の

給付金の受取変更に際して全て所轄税務署に

届ける様になりました。 

１． 受取～相続対策で変更する場合 

① 契約者＝被保険者、受取人～相続人の

場合は（みなし相続財産） 

非課税枠＝500 万円＊法定相続財産（相

続放棄人数も含む） 

② 親が子を被保険者とする生命保険～子の

成人、独立、結婚等で親～子に名変 

③ 夫が妻を被保険者にする生命保険～離

婚によって夫から妻へ名変 

２． 税制上の注意 

（例）養老保険～契約者（保険料負担者）

＝夫を妻に変更、被保険者＝妻 

   死亡受取人～夫のまま、 

   満期保険金受取：夫～妻に変更の場

合 

名義変更時点では保険金の支払い発生し

ていないので課税発生しないが、 

① 死亡受取：前契約者（夫）負担した保険料

相当分～所得税（一時）＋住民税 

  新契約者（妻）負担した保険料相当分

～相続税が課税 

② 満期保険金：前契約者（夫）負担保険料

相当分～贈与税が課税 

  新契約者（妻）負担保険料相当分～所

得税＋住民税が課税 

③ 名義変更後に解約した場合 

前契約者負担分の保険料相当解約返戻

金～贈与税が課税 

新契約者負担分の保険料相当解約返戻

金～所得税＋住民税が課税 

④ 名義変更後に前契約者死亡の場合～そ

の時点で前契約者負担保険料相当分は

相続税が課税 

⑤ その後妻が満期保険金を全額受取～新

契約者（妻）が前契約者分も含めて新契

約者（妻）が保険料を負担したと見なし、

満期保険料全額に所得税＋住民税課税

される。 

名義変更に関しては生命保険会社が所

轄税務署に対し 2018年 1月 1日より支払

い調書の記載変更実施済（名変前の契約

者名、変更回数、支払い時の契約者の既

払保険料金額も記載解約返戻金が 100

万円以上の場合新旧の契約者名、解約

返戻金相当額を調書に記載し所轄税務

署に報告。これによって従来曖昧だった

個人の課税関係が明確になった。 

３． 芸能人の衝撃がん告白（堀ちえみさん）舌

がんステージ 4 、入院 19日、手術 22日予

食べる事、話す事に重大な支障有り、小さ

な口内炎から痛みが激しく歯科医院で痛み

止め処方も年明けから激痛走り、1月 21日

に大学病院で精密検査受けた、右肩のリン

パにも転移あり。このがんは 7割近くが進行

性がんの状態で受診されている。 

歯茎や上顎にも出来るので、口内を指でな

ぞり、違和感やしこりの有無を確認必要。 

原因）たばことお酒  習慣のない若い女性

でも発病することもあり。口腔内を清潔に！ 

４．2月 20日は何の日？ 

1670 年～出雲阿国が江戸城内にて初めて

かぶき踊りを披露した日、現在の歌舞伎に！ 

1873 年～石鉄県と神山県が合併～現在の

愛媛県が誕生。 

1878 年～明治 11 年に外務省通達 1 号～

（海外旅券規定）制定。初めて旅券という用
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語が日本の法令上使用された。 

1928年～第 16回衆議院総選挙で日本初の

普通選挙実施。従来は選挙に際し財産や納

税額の制限あった。この年ｳ 3 おり一定の年

齢を超えた成人男子全員に選挙権が与えら

れた。戦後 1946 年から成人女性にも選挙権

が与えられやっと（普通選挙）が実施されるよ

うになった。 

 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 2/14 ふれあい鴻巣ウォー

キング全体会議 

(2) 2/19 ＩＭ実行委員会 和

風レストランとき 

(3) 3/10 米山奨学生修了式

ラフレ埼玉 

(4) 4月理事会開催日後日連絡方向で調整 

クラブフォーラム 

ＩＭ実行委員会報告 委員長 井上脩士 

今日は、27 日当日の担

当の役割を話し合って頂き

ます。小ホールは、大澤二

三夫会員が責任者でお願

いします。入口受付担当は、

成田幹事が責任者でお願

いします。懇親会会場は、馬場会員が責任者

でお願いします。駐車場は、加藤勉会員が責

任者でお願いします。話し合いのまとめを責任

者があとから話してください。24 日（日）6 時から

クレアにてリハーサルがあります。よろしくお願

いします。 
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各担当 報告 

 

小ホール担当：大澤二三夫 会員 

 

 
駐車場担当：加藤 勉 会員 

駐車場担当の加藤です。 

私を含め、6名で誘導いたします。リハーサ

ルの時、何台駐車できるか確認し、満車の場合

は陸上競技場へ誘導いたします。別に一番近

いところにガバナー駐車場を準備いたします。 

 

 
入口受付担当：成田志津子 幹事 

 

 
懇親会会場担当：馬場知行 会員 

当日 10 時集合にて、懇親会のメンバーは、3

階大会議室Ａ，Ｂのテーブルとイスのセッティン   

 

グを行います。 

９テーブルで 10人が入り、90名。そして、水曜メ

ンバーの席が別となります。バイキング方式で、

コンパニオンがつきますが、招待者の担当となり

ますので、一般会員は我々メンバーが接待しま

す。 
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出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 449,392 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 472,392 円  

 

 

 本日 修正 

 2月 20日 2月 13日 2月 6日 

 1277回 1276回 1275回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23 23 21 

欠 席 数 9 9 11 

例会出席率 71.88％ 71.88％ 65.63％ 

Ｍ Ｕ 数 0 1 1 

合計出席数 23 23 22 

出 席 率 71.88％ 75.00％ 68.75％ 

赤文字は修正 

個人スマイル 

 宮城 仁会員 増強・異業種 1 月の件数、金額を発表しま

した。尚、カタログなどありましたらお持ち下さ

い。 

会員スマイル 

 ２月 27日 ＩＭ皆、力を合わせ成功させましょう。 

津田健三会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会

員・馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本

安永会員・加藤文男海員・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・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤一

会員・木下純一会員・宮内たけし会員・松村豪一会員・

朝見卓也会員・星野光生会員 
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今後の活動予定  

 

 

 

 

 

 

3月 6日

（水） 

第 1279回通常例会 

結婚誕生祝い 
クラブフォーラム IM総括 

クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティ 

3月 13日

（水） 

第 1280回通常例会 

会員卓話 井上脩士会員 

R財団・米山について 

3月 14日

（木） 

委員会 
ふれあい鴻巣ウォーキング全体会議 

18：30～ 鴻巣市総合福祉センター 

3月 18日

（月） 

第 1281回移動例会 

４RC合同例会 

卓話 原口和久鴻巣市長 
18：30 点鐘 市民活動センター 

3月 20日

（水） 
振替休会 

3月 27日

（水） 

第 1282回移動例会 

献 血 
12：00～ 鴻巣市総合福祉センター 

4月 3日

（水） 

第 1283回移動例会 

第 5G 親睦ゴルフ大会 

鴻巣カントリークラブ 

4月 10日

（水） 

第 1284回通常例会 

結婚誕生祝い 
外来卓話：老化とサプリメント 

薬剤師 黒沢章様 

4月 12日

（金） 

地区事業 

地区研修・協議会 

大宮ソニック 

4月 17日

（水） 

第 1285回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 24日

（水） 

第 1286回通常例会 

会員卓話：竹内幾也会員  健

康についての卓話 

花チャリティ 

4月 27日

（金） 

委員会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

準備 

4月 27日

（土） 
第 1287回移動例会 
第26回ふれあい鴻巣ウォーキング 

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 


