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開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国歌斉唱 君が代 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

米山記念奨学金授与 松田 香純 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

米山記念奨学生 シュウブン 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

堺プロバスクラブ 太田準之助様 

委員会報告 親睦委員長 田辺 弘樹 

研修リーダー 中井 崇嗣 

花見合同実行委員長 中井 崇嗣 

卓話 堺税務署 堺税務署長 牛島 慶太様  

総務課長 山路 武裕様 

ニコニコ報告 副SAA 濱田 由美 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

日本の各地区の次年度ガバナーの方々 

３３６０地区チェンライRC会長便り 
 
 アカ族子供たちにも支援の鉛筆が 大阪・初芝立命
館高校インターアクト（堺フェニックスロータリーク
ラブ提唱の若者の奉仕クラブ）の若者たちが、私に鉛
筆や文房具を託してくれた。もちろん北タイの子供た
ちにだ。ようやくアカ族の子供たちの手元に届けるこ
とができた。日々の多忙に謀殺されていた私は、昨日
ミャンマー、ラオス、タイ国境地帯にあるワーヴィ村
を訪れた。事前に私の訪問を聞いていた子供たちは、
私が子供寮「夢の家」に着き車から降りるなり抱き付
いて来た。こんなに私の訪問を心待ちしていたのだと
知るや、私の心の中では「ごめんね」と謝った。  
 でも今回の訪問は日本の若者たちの優しさが一杯詰
まった文房具のプレゼント持参だ。現金な子供たちは
もう半泣き顔から、この喜び顔だ。この鉛筆１本が、
アカ族子供たちの「識字向上」の第一歩になることだ
ろう。  

チェンライ会長 
便りは日本全国 
のフェイスブッ 
クで交流してい 
るロータリアン 
に配信されてい 
ます 



 
 ２月の世界理解月間についてお話します。 
 
 最初に私たちロータリアンとロータリークラブの
活動はすべて手続要覧に拘束されるということをご
理解いただきたいと思います。 
 
 手続要覧は３年に一度改訂されます。当クラブの
米田PDGが規定審議会に参加されています。今年の
７月からは2013年度版によって動いていくことにな
ります。 
  
 ロータリーは７月から始まりそれぞれの月間テー
マが指定されています。７月はロータリー年度の始
まり月のため月間テーマはありません。８月は会員
増強・拡大月間、９月は新世代のための月間、10月
は職業奉仕・米山月間、11月はロータリー財団月間、
12月は家族月間、１月はロータリー理解推進月間、
２月は世界理解月間、３月は識字率向上月間、４月
は雑誌月間、５月はテーマがなく、６月はロータ
リー親睦活動月間と決められています。 
 
 では、なぜ２月が世界理解月間かといいますと、
第一例会でもお話いたしましたが、シカゴで初めて
ロータリーの例会が持たれたのが２月２３日でした。
そこで「ロータリーの発祥を記念して」「ロータ
リーの創立記念日、２月23日の週は世界理解と平和
週間と呼称する」と定められました。「この１週間
ロータリークラブはロータリーの奉仕活動を祝い、
これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平
和、理解、親睦のためのプログラムに重点を置く」
ことになっています。 
  
 ロータリーの活動は、あくまでもI Serve、自分
がまず参加して行動することが基本となります。会
員の皆様はロータリーを実践することで、ロータ
リーを理解することができます。 
 自らが参加することが大切です。 
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
本日、回覧2部あります。 
 
 3月9日堺南RC様が中心となって行われます、土居
川清掃プロジェクトの出欠を確認しております。移
動例会ではありません。 
 
 4月6日福井フェニックスRCとの合同花見例会の出
欠を確認しております。 
 
 第8回理事役員会報告書をメール、書面にて配布し
ております。 
 
 次回の理事役員会は3月6日17時30分から2階にて行
います。 
 

 
3月19日、ロータリーは若い職業人について、またその

ニーズに関するウェビナーを開催します。ロータリー職員と
関連分野の専門家が実施するこのウェビナーでは、以下 
を目的としています。 
•若い人をロータリーに惹き付け、参加を促すためにロータ
リーが実施している「Young Professionals Campaign（若い
職業人を対象としたキャンペーン）」 に関する情報を提供 
する。 
•米国の25～40歳を対象とした座談会調査の結果を基に、
ロータリーに対する若い人たちの考え方や、ボランティア 
への取り組むについて紹介する。 
•若い人をクラブに勧誘する際に役立つ戦略やベストプラ 
クティスを紹介する。 
  

若い会員を 
クラブに勧誘するために 
 
  ウェビナーのご案内  



   
相続税 
 中田 聡 会員 

 今日は私の自己紹介と最近話題になっている相続税 
の改正のお話をさせて頂きたく存じます。 
 出身は京都府京都市で昭和57年12月24日生まれの現
在31才でございます。昨年結婚し、現在は高槻市に住
んでいます。大学卒業後、有限責任監査法人トーマツ
で約5年、税理士法人で約1年勉強した後、会計事務所
を開業し、今に至ります。趣味は専らサッカーで小学
校の頃からやっております。今年の6月にはサッカー
ワールドカップがブラジルで開催されますので、今か 
らウキウキワクワクして待っています。 
 
 さて、こんな私がご縁あって堺フェニックスロータ
リークラブに入会させて頂いたのは平成24年7月のこ
とでした。中井昭宏会長、中井崇嗣会長エレクトに推
薦頂きまして砂原会員と同じ時期に入会したのですが 
、入会当初は全く訳が分かりませんでした。 
 しかし、例会に出席して諸先輩方に教えて頂くこと
で色々な事が分かってきました。また自クラブ、他ク
ラブ問わず入会後2年弱で尊敬すべき先輩方に出逢え
たことが何より貴重な経験となっています。現在は、
堺フェニックスロータリークラブの会計を担当させて
頂き、月々のクラブの資金収支を理事会で発表させて 
頂いております。 
 
 さて、ここからは相続税の改正のお話をさせて頂き
たいと思います。相続税法が改正されて平成27年1月1 
日以降の相続から大増税となりました。 
 種々の改正がなされていますが、一番大きな改正と
して「基礎控除額の改正」がございました。相続税は
ご本人の「資産－負債－基礎控除額」の金額に対して
課税されます。この基礎控除額の金額が減額されまし 
た。 
 

 
改正前は基礎控除額＝5,000万円＋1,000万円×法定
相続人であったのに対し、 
改正後は基礎控除額＝3,000万円＋600万円×法定相
続人となり、単純に4割減額されました。 
 
単純に4人家族の場合、基礎控除額は8,000万円
(5,000万円+1,000万円×3人)から4,800万円に減額
されます。(一次相続の時) 
 
仮に4人家族で資産3億円の場合、相続税は改正前で
3,500万円、改正後で4,700万円と1,200万円もの増
税となります。(税額は概算) 
 
相続税を減らすためには色んな手法があります。 
・現預金を贈与する 
・ロータリーに寄付をする 
・子や孫へ住宅取得資金を贈与する 
・孫へ教育資金の一括贈与を行うetc 
 
このように色んな手法を駆使して早めから相続税対
策を行うことも重要ですが、最も重要な事はご自身
の財産を次世代へどう託していくか、その思いを伝 
え、書面で残していくことかと思います。 
 
ご清聴ありがとうございました。 



にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   ２６名 

出席計算会員３２名  欠席者    ６名 

出席免除会員 ２名 
（小林・石田） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ６２．５０％ 

出席率 
    ８１．２５％ 

欠席報告（2月27日） 

出席報告 

山田 真樹 仕事のため  

濱田 由美 仕事のため Make-up済 

片木 修 

松本 美和子 仕事のため  

仁木 順子 仕事のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

小野 晃範 

Make-up報告 

砂原 孝史 15日 東京米山REC2750 

中井 昭宏 16日 インターアクト三者交流会 

仲峯 豊 16日 インターアクト三者交流会 

中井 昭宏 21日 RID2660地区大会 

中井 崇嗣 21日 RID2660地区大会 

松田 香純 21日 RID2660地区大会 

内藤絵梨奈 21日 RID2660地区大会 

中田 聡 21日 RID2660地区大会 

中田 聡 22日 東京米山REC2750 

酒井 誠 26日 奈良東RC 

中野 一郎 2日 米山修了式 

中井 昭宏 2日 米山修了式 

濱田 由美 3日 東京米山REC2750 

大阪千代田RC 幹事 向井 利之様 
久しぶりです。皆様のお顔見れてうれしいです。本日は
中田会員の卓話楽しみにしています。 
 
大阪千代田RC 間野 遼子様 
本日メークアップさせて頂きます。よろしくお願いいた
します。 
 
会長 中井 昭宏 会員 
向井様、間野様、本日はようこそおこし下さいました。
例会をゆっくり楽しんでください。堺かるた大会、地域
の講演会へご参加下さいました皆様ありがとうございま
した。そしてお疲れ様でした。中田会員、卓話ありがと
うございます。ロータリーはアイ・サーブです。 
 
幹事 松田 香純 会員 
向井様、間野様、本日はようこそ堺フェニックスへ。中
田様本日卓話たのしみにしております。堺かるた大会セ
ミナーと2週にわたりプロジェクトお疲れ様でした。 
 
犬伏 幸代 会員 
向井さんお久しぶりです。本日はようこそお越し下さい
ました。創業記念日お祝いありがとうございました。欠
席すみません。 
 
上好 まゆみ 会員 
H26、2月もおわりの例会に皆様に会えてうれしいです。
ありがとうございます。脳腫瘍の私が生きている事が感
謝です。 
 
河野 強 会員 
最近、例会（移動）欠席すみませんでした。例会後、第
84回互輪会実行委員会を開催します。中井会長、松田幹
事、京谷会員、猿田会員お時間よろしくお願いします。 
 
酒井 誠 会員 
移動例会参加出来ず申し訳ありません。向井さんお久し
ぶりです。 
 
田辺 弘樹 会員 
久しぶりの例会です。 
 
仲峯 豊 会員 
本日は大阪千代田RCより向井幹事、間野さんようこそお
こし下さいました。よろしくお願いします。 
 
仁木 順子 会員 
なかなか例会出席できなくて申し訳ございません。中田
会員、卓話ありがとうございました。勉強になりました。 
 
山本 加容子 会員 
大阪千代田RC向井様、間野様ようこそお越し下さいまし
た。中田様卓話楽しみにしています。 
 
吉川 美幸 会員 
最近、お休みが続いてすみません。 
 
 



2013-2014年度米山記念奨学生修了式 

 今年度の米山記念奨学生修了式が3月2日（日曜日）にホテルサ 
ンルート関空で開催されました。多くの学校関係者やロータリア 
ンで会場はいっぱいでした。本当にいい修了式でした。 
 ロータリアンの多くは目に涙を浮かべ、奨学生のこれからの旅 
立ちの、うれし涙？を流していました。クラブによっては多くの 
会員が参加しているクラブもあり奨学生への思いが伝わってきま 
した。 
 当クラブのシュウブンさんのスピーチは感謝のメッセージが込 
められており、うれしく思いました。 私は奨学生の中で一番多 
くの経験をさせてもらったに違いないと。シュウさんにとっては 
未来への旅立ちでもあります。一年間、カウンセラー、委員長あ 
りがとうございました。そしてなによりもシュウさんこれから本 
当に親善大使としてご活躍を期待します。おめでとう。 



 アカ子供寮に きれいなトイレができた 
 今回ワーヴィ村のアカ族子供寮を訪れた目的が、他にある。それは新築トイレ完成
の立ち会いだ。私は依頼があれば日本各地に卓話・講演に行くことを暇ない。そこで
アカ族子供たちの「識字向上」以前に、就学環境整備として「トイレの新築」を訴え
る。昨年末にロータリーの大阪地区にある堺フェニックスＲＣと松原中ＲＣさんにこ
の願いを提案、堺フェニックスはプロジェクトの参加費をすべて寄付に。松原中RCは、
当日の「ニコニコ箱」を子供たちの願い充当してくれた。 総予算２２万円で見事な 
トイレが完成した。トイレ３室に、贅沢にシャワー室一室だ。 
 ３月末から訪れるタイの夏。ほどなく「死に至るデング熱病やマラリヤ」を媒介す
る蚊が横行する時期だ。「実にタイミングの良い支援を得られた」とアカ子供たち 
共々に感謝の気持ちで一杯です。         チェンライRC 会長 原田義之 



御旅程表            
４月５日（土曜日） 
        
  堺＝＝＝＝＝＝阪神高速道路＝＝＝豊中ic＝＝＝＝ 
 13：00 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝名神高速道路＝＝＝大津＝＝＝＝＝ 
 
 
米原＝＝＝＝＝北陸自動車道＝＝＝木之本ic＝＝＝＝ 
 
 
黒田官兵衛 大河ドラマ館 
15：00 
 
木之本の街並み散策  木之本ic＝＝＝＝＝＝長浜(泊) 
                  16.30          17：00         
 
 
４月６日（日曜日）    
                （ 海津大崎 桜クルーズ） 
  ホテル＝＝＝長浜港～～～～～～～～～～～長浜港 
            9：45                 12：05 
 
＝＝＝＝＝近江八幡   近江牛 毛利志満にてすき焼き 
                 13：00 
 
の昼食＝＝＝＝＝＝竜王ic＝＝＝＝名神高速道路＝＝ 
14：30 
 
＝大津＝＝＝＝＝豊中＝＝＝阪神高速道路＝＝＝堺 
                                16：00 
                                       
宿泊予定ホテル     長浜  長浜ロイヤルホテル 

 
 今回、福井フェニックスRCよりお花見会を開催
しましょうとご連絡を頂き、準備をしてまいりま
した。 
 
 宿泊は長浜ロイヤルホテルに、そして花見は海
津大崎 桜 クルーズに決定し琵琶湖の中から桜
を見ることにしました。そして昼食にはかの有名
な近江牛へのこだわりに店 毛利志満 にて食す
ることとしました。 
 
 会員の皆様には以前にメールでのアンケートを
とらせて頂いております。お返事のまだの会員様
は例会日にて福井フェニックス合同お花見実行委
員会、委員長 中井崇嗣会員もしくは委員 村尾
利一会員までご連絡を頂きたく存じます。何卒多
くの参加にて福井フェニックスRCとの会を催した
いと思いますご参加下さい。 
 


