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第 2111 回例会

第１グループ 第２グループ
会員基盤向上セミナー
20022 年４月 14 日（木）
場所：浦安ブライトンホテル
テーマ「会員基盤向上と新たな奉仕活動に向けて」
・登録

14：30

・点鐘

15：00

・国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
・ガバナー補佐挨拶

第１グループガバナー補佐

佐藤

孝彦様

・ホストクラブ会長挨拶

第１グループ浦安 RC 会長

周藤

行規様

第２グループ船橋西 RC 会長

高宮

幸子様

第１部
15：20

卓話

2790 地区ロータリー情報委員長

ガバナーノミニーデジグネイト

「最近のロータリー事情」
第２部
16：30

クラブ発表 「奉仕プロジェクトの具体例」
12 クラブの代表者の発表
船橋東 RC

17：50

閉会の点鐘

18：00

懇親会
余興

中村

三重奏

和一会員

寒郡

茂樹様
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幹事報告

第 2112 回例会

三須幹事

2022. ４.21
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３つのお祝い

晴

司会

山口会員

３つのお祝い

大家会員

遠田会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◎本日の出席状況
出席：24 名（22 名）中 15 名

68.18％

欠席：大原・斉藤（守）・長野・行方・平山・斉藤（英）・松本（相澤・鯨井）各会員

会 長 挨 拶

鈴 木（ 恭 ） 会 長

一昨日税理士の中では注目されていた裁判の最高裁の判決が出ました。少なからず世の中に影響を与える
判決だったので少しお話しをさせて頂きます。
内容としては相続税を安くするために亡くなる数年前に都内のタワーマンションを購入、相続税上の規定
通りに路線価等でそれを相続税評価して申告をしたところ、税務署から著しく不公平に相続税を安くしてい
るとして追徴を受けた事例です。
これは①相続税を安くすることが目的のマンション購入であった②ご本人が亡くなる直前であった③マン
ション購入による相続税の減少により、相続税がゼロで掛からないことになった④相続税の評価額が実際の
流通価格と数倍の差があった…ことで今回の判決に至っています。
実際に最近ではタワーマンションを購入することで、相続税を安くしようとする話があり、今回の事例も
それが大きく作用したことです。数年前から税務当局もこの問題を把握しており、タワーマンションの高層
階の評価を引き上げるような法律改正をしてきていますが、まだまだ実態に追いついていないのが現状です。
この事例に関しては確かに極端な例として課税されるのは実際仕方ないのかと思います。しかし今回の判
決は、法律通りに行った相続税の評価を税務署側がおかしいと言えば好き勝手に変更できる…ような形に
なってしまっています。どこからがおかしいとか死亡する何年前に購入すればおかしくないのか、明確な線
引きがない状態です。税務署側は明確な線引きをすれば、そのぎりぎりを狙った節税策がでるし、税務署側
の行動を縛ってしまうことになってしまいます。ある程度曖昧なところで線引きをしないことで、様々な事
例に対応しようとしていると思われます。
ただそのような状態だと、法律の規定通りに申告しても税務署の判断でひっくり返されてしまうことにな
ります。そもそも「税金はこれを売ったらいくら税金がかかる」とか今期の会社の利益で納税額はいくらと
予想できるものであるべきです。以前ベトナムに企業進出の見学に行ったときに、現地の会社の責任者が「急
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に遡って税法が変更されてしまうことがある」と困っていた事がありました。それと同じ状況になってしま
うのではないかと危惧しています。現状ではあり得ないとは思いたいですが、税務当局の権力の濫用を可能
にする判決だったと思います。

三須幹事

幹 事 報 告

１．４月 17 日（木）に第１グループ・第２グループ合同の会員基盤向上セミナーが開催されました。
岡田会員・山崎会員・水庫会員・中村会員・三須会員が参加されましたのでご報告致します。
２．創立 45 周年記念誌の２校が上がりました。内容の確認をお願い致します。
３．2021 － 22 年度３月分の MCR レポートが届きましたので回覧致します。
４．ウクライナ支援につきましてガバナー会よりご連絡です。
支援の現況や現地の写真等が送られておりますのでご覧下さい。
５．佐倉中央 RC「創立 25 周年記念式典・祝賀会のご案内」
日時：2022 年６月 18 日（土）
場所：ホテル

登録開始 14：00

記念式典 14：30 ～

ザ・マンハッタン

登録料：20,000 円

締切：2022 年５月 14 日（土）

６．船橋市より「船橋の姉妹・友好都市」が送付されました。
メールボックスに配布致しましたのでご覧下さい。
◎各委員会報告
ロータリー財団委員会

本日の卓話

会員スピーチ

山口会員
大家会員

・結婚のお祝いを頂きありがとうございました。鈴木さん、届けて下さりありがとうございました。
・妻の誕生日祝いをいただきましてありがとうございます。ちょうど 50 年になります。

大家

浩明

山口

習明

・先週、浦安での向上セミナーを欠席して申し訳ありませんでした。すっかり記載漏れ。クロス・ウェーブ
に来てしまいました。

大家

浩明

・４月 12 日に母が 90 歳で亡くなりました。クラブから弔慰金と家族葬へのお花もいただきまして、皆様本
当にありがとうございました。

水庫

直子

・来週の例会は税理士会の公務により欠席いたします。申し訳ありません。三須幹事、水庫副会長はじめ皆
様宜しくお願いします。西川様にもよろしくお伝え下さい。

鈴木

恭浩

・山崎さん、財団委員会ごくろうさまです。ロッテは５連敗で５位です。佐々木投手の９＋８＝ 17 回パー
フェクトが続いていますが、次は４／ 24 大阪ドームで投げるが。ガンバレ。

岡田

敏男
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・中村会長エレクトへ。地区財団補助金申請『～食が育む子どもの未来～「フードバンク活動支援」プロジェ
クト』承認されました。ご苦労様でした。

山﨑

新一

・山口会員、大家会員卓話ご協力有難うございました。草野会員５月６月の司会担当ご都合でお願い致しま
す。

遠田

毅

・山口さん、ハトの話しになると生き生きした目になりますね。又聞かせて下さい。３億円ですか？ハトが
はっとします。

織戸

豊

・大家先生、ロッテ佐々木投手の話しありがとうございました。佐々木選手の米下は 250 億円と見ているら
しいですね。ロッテだけでなく日本の宝ですね。
・仕事があり、早退します。申し訳ありません。

織戸

豊

山本

宏子

・４月７日の理事会・例会、お休みを頂きありがとうございました。子供達は中学生になり、毎日元気に登
校しています。

事務局

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

次週（以降）予告

４月 28 日（木）例会

４月 21 日

16,000 円

累計

東弘美

608,000 円

西川名誉会員来訪

４月 29 日（金）地区研修・協議会

4・５月のプログラム
４月28日（木） 例会
29日（金） 地区研修・協議会
５月５日（木） 祝日

こどもの日

12日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
19日（木） 地区研修・協議会
26日（木） 地区研修・協議会
週報今週の担当

水

庫
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