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2015～2016 年度 
国際ロータリーテーマ 

世界へのプレゼントになろう 
国際ロータリー会長    K. R. ラビンドラン 
 
第 2790 地区ガバナー  櫻 木 英一郎 
第 6 分区ガバナー補佐  土 屋 俊 夫 
東金ロータリークラブ会長 鈴 木 康 道 

〃      幹事 並 木 孝 治 
〃   広報委員長 小久保 良 行 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959 年 9 月 15 日 
ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

第 57 巻第 30 号 通巻第 2726 号 

第 2734 回 例会 

2016 年（平成 28 年）4 月 19 日 
12：30 点鍾 東金商工会館 4 階例会場 

 

 Program 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

お食事 

卓 話 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

鈴木 康道 会長 

「それでこそロータリー」 

並木 孝治 幹事 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

かくじゅう 

渋谷 章男 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

4 月『母子の健康月間』 

Maternal and Child Health Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

花見の真っ盛りです。 

東金ロータリークラブも氷河期というか、冬の

時代です。春が来るのをじっと待っているよう

な状態です。先日、我々のメンバーである髙橋

邦夫会員の学校で卒業式がありました。その際

の校長の式辞の中で「よかったな」と思ったと

ころをお話します。 

 今まで順風満帆で、高度成長の波に乗り、あ

らゆる人間がある程度の知識を持って参加すれ

ば、エレベーターが上がっていくように自分の

社会が、あるいは生活が支えられていたけれど

も、今ほど本当に人間の真価を問われる時代は

ない。巣立ちゆく者へ、という銘文でありま

す。「目まぐるしく変わる社会情勢に対応する

力、気力を充実させ、今がチャンスととらえて

頑張る時が来た」という趣旨のものです。本来

ならば全文を読み上げたいところではあります

が、ご紹介をさせていただきました。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 

卓話 

 
秋葉 芳秀 会員 

 
平成 28年度税制改正 贈与税の配偶者控

除（租税特別措置法 21 条の 6）について 
 

１． 特例制度の概要 

婚姻期間  入籍期間が 20 年以上（内

縁関係は不可、1 年未満の

端数切捨て） 

贈与財産  居住用不動産（国内にある

居住用の土地、借地権、家

屋） 

第 2732 回 例会の記録 ＜4 月 5 日＞ 
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 居住用不動産を取得するた

めの金銭 

居住要件  受贈者が翌年 3 月 15 日ま

でに居住し、その後も住み

続けること 

控除額  2,000 万円（別途 110 万円

の基礎控除あり） 

申告  翌年 3 月 15 日までに、税

務署の贈与税の申告をする

こと 

 過去にこの特例を受けてい

ないこと 

 

２． 特例制度の選択理由 

 平成 27 年から課税強化となった相続税対

策として必要不可欠 

基礎控除 5,000 万円→3,000 万円 

相続人 1 人の

控除 

1,000 万円→600 万円 

相続人 3 人の

場合 

3,000 万円+1,000 万円

×3 人＝4,800 万円 

 相続開始前 3 年以内の贈与加算不要（贈

与と同一年死亡でも加算不要） 

 家屋の評価額は毎年減価する（償却され

る）ので、減価しない土地が有利 

 

 

３． 贈与税申告時の添付書類 

1. 財産受贈日から 10 日経過後作成の戸籍謄

本または抄本及び戸籍の附票の写し 

2. 受贈不動産の評価明細書（固定資産評価証

明書、地積測量図、路線価図など） 

3. 居住用不動産の登記事項証明書（＝登記簿

謄本）→改正 

 平成 28 年 1 月 1 日の贈与より 

 贈与契約書等居住用不動産を取得し

たことを証する書類 

 

４． 登記した場合の諸費用 

1. 登録免許税 固定資産評価額×

2％（相続は 0.4％） 

2. 土地の不動産取

得税 

固定資産評価額×

1/2×3％（相続は非

課税） 

3. 家屋の不動産取

得税 

（固定資産評価額-控

除額）×3％（相続

は非課税） 

4. 司法書士費用 4～5 万円 

  

 

 
 

ニコニコ BOX 
●会葬御礼        高山友二 会員 
●お世話になりました  小久保良行 会員 

出席率  4月 5日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 87.50％ 1,936円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 
Email: info@togane-rc.jp 
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ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部にて 
 

 
点鍾 伊藤 元雄 成田空港南ロータリークラブ会長 
 

 
会長挨拶 鈴木康道会長 
 

 
小久保良行会員へ花束贈呈 

 
次年度小林信雄会長、秋葉芳秀幹事 挨拶 
 

 
土屋 俊夫 ガバナー補佐 挨拶 
 

 
古西 弘和 ガバナー補佐幹事 挨拶 
 

第 2733 回 例会の記録 ＜4 月 14 日＞ 

成田空港南ロータリークラブとの合同例会 

ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部＆横芝 あづま庵 
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