
                                     
 

        RI 2021-2022 テーマ 

          「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

         R I 会 長  シエカール・メータ（Calcutta-Mahanagar RC /インド） 

           第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 鈴木 俊一 （仙台南ロータリークラブ） 

           花巻南ロータリークラブ会長 照井 敬孝 

 

第 2650 回例会 令和 3 年 11 月 18 日 

Ⅰ．開会点鐘     照井敬孝会長 

Ⅱ．ロータリーソング斉唱 

Ⅲ．四つのテスト 

Ⅳ．ゲスト紹介 

Ⅴ．会長の時間    照井敬孝会長 

Ⅵ．幹事報告     佐々木繁樹幹事 

・アンケート調査(依頼) 

  〔国際ロータリー第 2520 地区 

 ガバナー 鈴木 俊一〕 

・第 2 分区 10 クラブ合同 会長幹事会開催のご案内 

 〔国際ロータリー第 2520 地区 第 2分区 

ガバナー補佐 鈴木秀悦 佐々木史昭〕 

・「ガバナーメッセージ」ビデオ送付について 

  〔国際ロータリー第 2520 地区 

 ガバナー 鈴木 俊一〕 

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 

Ⅷ．委員会報告  

Ⅸ．ニコニコ BOX   ニコニコ BOX 委員会 

Ⅹ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅺ．プログラム 

Ⅻ．閉会点鐘       照井敬孝会長

【前回確認事項】 

１．配布 

  ●第 2649 回例会会報 

  会長の時間資料 

  会員卓話資料 

 ２．出席 

  ●11 月 11 日(木) 33 名中 13 名出席 

   出席率 54.1% 前回修正 70.8% 

   メーキャップ 

11/6(土) RLI研修パートⅡ 

照井敬孝君 

 

３．ニコニコ BOX 

 昼食弁当 

 一の重 

♦ お造り 三点 

♦ ビーフシチュー 

 二の重 

♦ 生ハムサラダ、煮物、法連草胡麻和え 

♦ かき揚げ、俵むすび など 

 

♦ お吸い物 

♦ 甘未 
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11 月 11 日例会 

照井敬孝君：「結婚記念のケーキおいしくいただきまし

た。(3,000 円)」 

 



 

事務所／〒025-0075 花巻市花城町１０－２７  花巻商工会議所内  TEL・FAX 0198-41-1133 

例会［木曜日 １２：３０］風の季／花巻市湯口松原 36-3 TEL 0198-38-1125 FAX 38-2336  

 会長の時間 照井敬孝会長 
・本日の例会は人数が少なくて寂しい 
思いをしております。先週の例会は私の都合で例会を
欠席しました。菊池エレクトには代役を務めていただき
ありがとうございました。 
・今月はロータリー財団月間という事でロータリー財団の
歴史という簡単な年表を作ってきました。ロータリー財
団の歴史と今までの活動をお話しします。1914年に第
一次世界大戦の影響で、財政上破綻の状態に陥り、
会員から 1回限りの寄付を募り切り抜けました。その
時の RI の会長がアーチ・クランフさんです。クランフ会
長は世界で良いことをしようという目的から、アトランタ
国際大会で、基金設立を呼び掛けたと言われていま
す。基金の設立やロータリー財団の創立に尽力を尽く
した事でロータリー財団の父とも言われております。
1928年、基金からロータリー財団が創立され、30年に
ポールハリスの個人寄付 500 ドルを利用して、障害児
協会に支援したのが、初の財団補助金活動と言われ
ております。47年ポールハリスが逝去した際に、世界
中のロータリーから、ポールの死を悼み、130万ドルの寄
付が寄せられます。そして、初の奨学金制度、高等教
育の為の奨学金、のちの財団親善奨学制度になりま
す。それが 1947年に開始され、初年度 18名の若者
が、海外留学し、専門分野で学業に励んだと言われ
ております。今ではグローバル補助金となり、多様なプ
ロジェクトに利用されております。 

  

 

 

11月 12月 1月 

ロータリー財団月間 疫病予防と治療月間 職業奉仕月間 

【会員誕生】 
栗原祐二、藤本純一 
【夫人誕生】 
似内優子（裕司） 
【結婚記念】 

八森辰雄、高橋照幸、照井敬孝、 

照井正樹、菊池忠彦、小田島修司 

【会員誕生】 
川辺助之、照井敬孝、山口和久 
嶋 利幸、奥山 隆 
【夫人誕生】 
小田島牧子(順造)、山口淑子(和
久)、奥山寿子(隆)、照井眞理子(敬
孝) 
【結婚記念】ありません 

【会員誕生】 
佐々木繁樹、渡辺正乃、 
小田島順造、富沢良一 
【夫人誕生】 
藤本正栄(莞爾)、金澤幸枝(俊司)
【結婚記念】 
ありません 

4 
地区大会 DVD 鑑賞 
担当：菊池忠彦君 

2 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

佐藤寧君 
6 

新年交賀会 
会場:未定 

11 会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
栗原祐二君 

9 

クラブ協議会｢次年度役員選出｣ 

菊池忠彦君 
会員卓話・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 

伊藤智仁君 

13 
職業奉仕大委員長 

照井正樹君 

18 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 
花巻市役所地域振興部定住推進課 

主査 真田 正斗様 
｢花巻市ふるさと納税 

施策について｣ 

担当：高橋 誠君 

16 
クリスマス家族会 

会場：未定 

18:30∼ 

20 

花巻 3RC 合同 
新年例会&新年会 
主幹：花巻北 RC 

会場：ホテル紅葉館 

25 
大和 RC 来訪夜例会 

18:30∼ 
会場：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻 

23 休会 27 休会 

第 2649回例会 
 2021/11/11 

会員卓話  栗原祐二君 
「相続税、インボイス制度他税の話」 
本日は相続税対策の見直しに関する 
記事、サイバー攻撃の脅威に関する 
記事、申告漏れと所得隠しに関する 
記事が掲載されている資料と、インボ 
イス制度を理解するためのチラシ、電子 
帳簿保存法が改正された内容のチラシ 
を準備いただいて、それぞれの項目の説明をして頂きまし
た。相続税関連では現在歴年贈与の廃止案が審議さ
れており、来年から相続税対策として歴年贈与が使え
なくなりそうな見通しなそうです。相続税の基礎控除で
すが、現在 3000万円+相続人一人当たり 600万円
（二人いれば 1200万円）相続資産から、葬祭費
用、未払いの税金などを差し引いたものから控除して課
税相続財産となります。申告漏れと所得隠しについて 
   ですが、申告漏れとは経
     理のミスや、税法についての
     誤った認識などにより、所得   
     として申告すべきものをして
     いなかった場合、過少申告
     税や無申告加算税を課さ
        れます。 
   所得隠しは申告するべき
     申告をしていない場合で、
      納税者が故意に行った場
        合で、重加算税が課せられ
        る場合があるそうです。 
        なお、税理士、税務署に相
     談する場合は書類と、事実
     関係をしっかり準備してから
     だとスムーズに行くそうです。 
 
 


