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本日の例会　　8月20日（水） 次週予告　　8月27日（水）
● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　　桑田　昭世　会員
「卓　話」　
　　　　　　川添　祐照　会員

● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　野木　久子　会員
会員増強プログラム
　　　（委員長、会長、幹事）
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▼第1014回　　　　　　      7月30日（水）

◆奥様・ご主人様　誕生日
　９日　田中　寛子　様
　１７日　中村　雅子　様
　１９日　那須　次子　様
　２３日　細川　潤子　様
　２４日　坂上　妙子　様

会長　小山　一子
　皆様今晩は
　本日のお客様、来週入会式をします「作田
和子」様　ようこそ。どうぞ、ごゆるりとお
過ごし下さいませ
本日の「ちょっとお耳を！」
　＜「「恩送り」の言葉に感謝」　
　　　毎日新聞2014年7月11日（金）より＞
　【前略…田舎で育った私は、昔から近所の
お年寄りや親戚にとても可愛がられ、世話に
なってきた。「いつかはこのご恩を返しがし
たい」と思っていたのだが、いざそれを実行
しようと思った頃、お世話になった方の多く
が他界され、何も返すことができないという
現実に直面した。
　自分の無力さにどうしようもないもどかし
さを感じ、もっと早くから恩返しを実行すれ
ば良かったと後悔ばかりしていた。
　しかし、この「恩送り」という言葉を知

り、心底ほっとさせられた。返すことのでき
なかった「恩」は他の誰かに返せばいいのだ
と。これからも私は沢山の人から恩を受ける
と思う。
　まずはその「ご恩」に気づき、しっかりと
心に留め、たくさんの恩を返し、そして送る
ことのできる人間になりたい。素敵な言葉に
救われました。教えてくれて、本当にありが
とう】
　長崎市　主婦　藤井和代さん（32歳）とあ
り、未だ32歳と言う若さでこんな素敵な人生
を送っておられるお方がいらっしゃることを
知り、ご両親やご縁の深い周りの人々の人生
を伺い知ることが出来ました。
　私も以前にまして人様からの「ご恩」に気
づき、その「ご恩を返し、送れる」人間にな
りたいと思った次第です。
　本日もよろしくお願い致します。

◆卓話
細川　洋一　会員

相続税の計算のしくみ
　課税価格の合計額―遺産に係る基礎控除額
　＝課税遺産総額

　　　　　　　　法定相続分×税率＝税額
課税遺産総額　　法定相続分×税率＝税額　
　　　　　　　　法定相続分×税率＝税額

　　　　　　　　　　　　→　相続税の総額

第1014回例会報告 7月30日（水）
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●創　立　平成5年4月10日　
●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
●事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）
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LIGHT UP ROTARY
R.I.会長テーマ
　“ロータリーに輝きを”
　　　　　　　会長 ゲイリーC.K.ホァン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

　26年12月31日以前の相続又は遺贈　　
　　　5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数
　27年1月1日以後の相続又は遺贈
　　　3,000万円＋600万円×法定相続人の数

相続税
　　どんなときにかかるか
　　　死亡した人から財産をもらったとき
　　　　相続、遺贈（遺言によりもらう）、
　　　　死因贈与（死亡したらあげましょう）
　　誰にかかるか
　　　財産をもらった人
　　いくらぐらいかかるか
　　かかる財産
　　　土地等、建物、家庭用財産、事業用・
　　　農業用財産、預貯金、有価証券、その他
　　控除できるもの
　　　債務、葬式費用

中小企業オーナーの株式の評価
　　類似業種比準価額方式
　　　　業種が類似した上場会社の株式と配
　　　　当、利益、純資産を比較して評価額
　　　　を計算
　　純資産価額方式
　　　　相続税評価額により計算した会社の
　　　　純資産に基づいて株式を評価
　　配当還元方式
　　　　配当率に基づいて株式を評価
　　　　1割配当をしていると額面
　　　　2割配当なら2倍
対策
　　事業用、居住用宅地の評価減の活用
　　賃貸ビル建設
　　自社株の評価引き下げ
　　保険　　保険についてのご相談は是非、
　　　　　　細川公認会計事務所へ
　　贈与

○田村　久子　君
　前大西会長、前田幹事、前々細川会計に
助けていただいて、お陰様で古川会計にバ
トンタッチすることが出来、ホッとしてい
ます。皆様ありがとうございました。作田
さん、ようこそ。ニコニコ･････。

　　本日合計　　　　　　　￥3,000円
　　　本日までの累計　　　￥163,000円

　　　（大西　利哉　記）

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」

池田　美江　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　作田　知子　様（入会予定）

◆幹事報告
　次週は華で移動例会です。
　活動報告書できました。

▼第1015回　　　　　　      8月6日（水）
移動例会
　茶寮　華で移動例会を楽しみました。

◆本日のソング
「Be a Rotarian」

木本　玲子　会員

おめでとうございます

プログラム

会長の時間

第1015回例会報告 8月6日（水）
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ホームページ
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