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　　　　午後12時30分開会
会　場：アドバンテスト
　　　　　　　行田クラブハウス

会長挨拶 黒渕陽夫 会長

　皆さん今日は。ここ二、三日秋らしい天気に恵ま
れて、気持ちの良い日をお過ごしだと思います。
　先週の新潟中越地震に関して、沢山の義援金有難
うございました。早速ガバナー会のほうに送金させ
ていただきました。詳しい金額等は幹事から報告を
させていただきます。
　今週になって新潟中越地震に対して台北城中ロー
タリークラブ・ソファー会長さんより、お見舞いの
FAXを頂きました。遠くはなれた友より、御心配の
お便りを頂き、改めて台北城中ロータリークラブの
皆さんの暖かいお心遣いに感謝いたし、早速御礼の
手紙を送っておきました事を報告させていただきま
す。
　また何名かの会員の皆さんがボランティアやお見

舞いなどで被災地にお出で頂いた様でありまして、
改めてロータリークラブの素晴らしさを感じたしだ
いであります。
　現地ではまだまだ余震が続いておるようで、予断
の許さない状況下での生活は大変であろうと推察す
るところでありますが、これから本格的な冬に向かっ
てさらに厳しい状況になる事が予想され、大変心配
であります。
　さて世界中が注目しておりました、アメリカの大
統領選挙が現地の１１月２日（火）に行われ共和党
ブッシュ候補が再選されたようであります。
　単にアメリカの大統領選挙と言う意味合いだけで
なく、日本のこれからの４年間に大きな影響を与え
る選挙であり、日本国内でも注目をされておりまし
た。
　東西都市部はケリー候補、中西部南部はブッシュ
候補と言うように全くの互角の選挙戦でありました
が軍配はブッシュ候補に上がりました。今回の結果
がどのように世界の政治・経済に影響を与えていく
のか見守って行きたいと思います。
　ブッシュ大統領は配当減税や企業寄りと言われる
政策を打ち出しており、アメリカ国内の中小企業に
どの様な影響が出てくるのか、それによってアメリ
カ国内のロータリアンの活動・運動に影響が出なけ
ればと思っております。ロータリー発祥の地のアメ
リカにおいてロータリー活動がどうなるかは、あま
り考えてはいけないことかもしれませんが、日本に
も影響が少なからずあるように思えてなりません。
しかし我々は我々でしっかりとした理念に基づき、
行動して行きたいと思います。
　さて今日は大久保会員にお願い致して「相続」に
関してお話を頂く事になっております。私たち同族
会社の中小企業経営者が一番気がかりなのが、自己
株式の相続に関してではないかと思います。当然の
事として会社の業績をあげていかねばならない、そ
うすると株式の評価額が上がってしまう。また業績
が上がったからと言って配当を取れば企業の体力を
落としかねないし、配当をしないと留保金課税が掛
かってしまう。そしてその株式は他人に売買が出来
ない性格のものであり、相続する時に大きな相続税
を払わねばならない事になってしまいます。
　なにかそこらに研究の余地がないものかどうか、
今日お話が頂ければと思っております。前もって打
合せをしておかなかったのでどうなるか分かりませ
んが、皆さん御静聴をお願いいたします。

来訪者のご紹介

○行田アンサンブル協会
　　赤羽淑子 会長
　　青柳有香子 副会長
　　関裕江 監事

○米山奨学生
　　ウジャコさん
　　フランチェスカさん



委員会報告

新潟中越地震報告（真貝会員）

親睦委員会（小沢瑛副委員長）

　10月13日(土)に発生した新潟中越地震は、多大な
被害をあたえました。
　行田ＲＣにおいては黒渕会長が即座に支援金勧募
を提唱され個人的には湯本会員、飯田会員、私 (真
貝会員) の３人が現地に行ってきました。特に飯田
会員は小国町に出向かれてボランティア活動をなさ
れました。飯田会員の作られたおしるこ（あずきは
武田会員提供）は被害者の方々に大変喜ばれたそう
です。
　私は親戚が越路町にあるものですから電話をかけ
たものの心配で25日にカップラーメン、ペットボト
ル水、ティッシュペーパー、下着等の日常生活品を

持参して被害地に向かいましたが道路状態、通行止
め箇所が多く車内泊を柏崎市でとり、大変な思いで
越路町の親戚宅に到着する事ができました。家屋の
倒壊、道路の寸断など惨憺たる状況でありましたが
幸いな事に親戚宅は外見的には被害が少なく見えた
のですが、家の中に入ってみると家財道具など倒れ
手のつけられない状態でした。地震発生時には動く
事もできず、風呂に入っていた人も裸で逃げるよう
な状態であったそうです。
　余震が多発し危険な状態で家の中を整理する手伝
いもできず、励ましの言葉をもって帰宅することに
なりました。大分復興の兆しもみえますが、まだま
だ大変な状態にあるといえます。
　以上、御報告を申し上げます。

　ただいま真貝会員より新潟中越地震報告を受けた
後で恐縮致しますが、親睦委員会におきまして11月
11日(木) 産文前駐車場午前８時出発の「横浜方面日帰
り親睦旅行」を実施致します。秋の三渓園、元町、
中華街にてグルメ、ショッピング、散策などを楽し
んで頂きたいと思います。現在39名の申し込みを受
けておりますが目標人数40人位の申し込みを希望し
ておりますので、あと１名位の参加を宜しくお願い
します。充分な時間をとっておりますので軍資金も
充分に御用意の程。

卓　話 大久保会員

「遺言執行時にまつわる税金、
　　　　　相続税から譲渡所得税まで」

　職務上の都合で、なかなか行田ＲＣの例会に出席
する事が出来ず、今日が実は今年度最初の出席とな
ります。しかし、行田ＲＣの活動はメールを通じて
理解しており活発な活動が展開されておる事を非常
に頼もしく感じている次第です。
　さて、日本に於きましては従来、遺言を残すとい
う習慣はあまりなく長子相続が当然の事として遺産
の分配などは聡じるべき所業と考えられておりまし
た。ですから、無遺言相続が主流となっておりまし
た。
　近年になり高度経済成長下のもとで、日本も世界
有数の資産国となり、バブル崩壊後の経済情勢の中
　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

①アドバンテストクラブハウス駐車場について
　これまでの建物裏の駐車場は所有者が変わり使用
　不可となりましたとの通知を受けました。今後は
　駐車しませんようお願いします。
②本日の理事会にて下記の事柄が承認されました。
　　１　前回議事録
　　２　12月1月の例会プログラム
　　３　クリスマス例会の企画
　　４　３クラブ合同新年賀詞交換会の企画
　　５　新入会員の推薦（２名）
　　６　台風23号・新潟県中越地震への義援金拠出
③来週の例会は11日(木) 日帰り旅行です。

幹事報告 島崎政敏 幹事



誕生祝代表挨拶（真貝会員）
　素晴らしい誕生祝ありがとうございます。私も
還暦後３年経過致しました。
　還暦以前は教職者と僧職の二足の草鞋を履いて
おりました。勤務地は行田市をはじめとする北埼
地域でありましたが、北埼地域の教職員は総じて
真面目な方が多く教育問題で昨今、色々論じられ
ておりますが比較的、良好な教育現場を保持して
いるということができ、その様な環境の中で仕事
が出来た事をありがたく思っています。
　私の父親は62歳で死去しました。父親の年齢を
超える事を１つの人生目標としていましたので、
クリアーできたことをありがたく思っております
が、私の所属する曹洞宗の本山永平寺の貫主様は
104歳の年齢で20代の雲水達の指導をなされてお
り、それを手本として頑張らなければと思います
が、長生きをする事も大切ですが１日１日充実し
た時間を過ごしたいと思っています。
　本日は、ありがとうございました。

結婚・誕生祝い

結婚祝（当日出席者）
江袋秀行会員、山本憲作会員、諸貫健一会員
小池英輔会員、小山博会員、山本栄治会員

誕生日祝（当日出席者）
島崎政敏会員、植田信男会員、真貝俊英会員

正会員数　　　７４名
本日の出席者　３８名

メークアップ　　　　５名
出席率　　　５８．１１％

出席報告

で各家庭に於いても資産価値への関心が高まり、高
齢化社会、核家族化等の社会風潮に伴い相続に対す
る諸問題が派生し遺言の必要性が高くなってきてお
る事が現状であります。死後の遺族の家庭環境（争
い、いざこざ）を考える上においても遺言書作成は
重大な事項であるという事が出来ます。
　先般の蔭山弁護士の卓話の中の説明で御承知の事
と思いますが、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺
言、秘密証書遺言の３つがあります。
　自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要であり、
種々の問題が起こる可能性大であり、公正人の所へ
行き公正人立会いのもと（証人が２人必要）で作成
する公正証書遺言が１番お勧めできるものという事
ができます。
　今では多少の費用はかかりますが、公証人が病院
などに出向いて作成する事も出来るようになってお
ります。ただし遺言作成の時に意思能力のない場合
は無効となりますので、意思能力のあるうちに遺言
を作成しておくと良いと思います。（遺言者の遺言
能力の無い場合は法的に無効となるという事です。）
　遺言の多くは財産処分、財産分配を目的とするも
のであります。平成１３年度の統計によりますと、
年間を通じて公正証書遺言作成は６３０００件、自
筆証書遺言作成は１３０００件程あります。
　当然の結果として財産処分、財産分配する場合、
課税対象になるわけです。ですから遺言を作成する
場合には税金を課せられる事を考慮に入れておく事
が肝要であります。税法は毎年変わっておりますの
で、その時々で算出方法は異なりますが、贈与する
者も贈与を受ける者に対しても課税されるわけです
から、どういう税負担（相続税、相続時清算課税、
譲渡所得税など）が生じるかを予測しておく必要が
あります。できるならば親（遺言者）に元気なうち
に作成してもらい、それも家庭裁判所に親兄弟（遺
産相続者）一緒に出向き、兄弟（遺産相続者）に遺
産の分配権利を放棄してもらう旨の公正証書遺言を
作成しておく事が一番望ましい状態であると思いま
す。
　時勢は年々変わるわけですから、遺言書の内容の
見直し、生前財産の日常的な管理と結びついた対策、
どういう分配方法をとれば、どのような税額になる
かの計算、その財源をどのようにするかという事を
総括しておく事が大切です。多くの情報や過去の事
例などを参考にし専門職（弁護士、税理士）の方々
に相談される事がよろしいと思います。
　相続などは個々によって案件が異なりますので、
雑駁な話となり申し訳ありません。これで終了させ
ていただきます。御清聴ありがとうございます。



☆黒渕会長　大久保会員、本日は卓話御世話にな
　　　　　　ります。
　　　　　　アンサンブル協会の皆様、ようこそ
　　　　　　おいで下さいました、コンサートの
　　　　　　成功を御祈念いたします。　
☆島崎幹事　大久保先生、卓話有難う御座います。
　　　　　　誕生日で53才、一年の時間がだんだ
　　　　　　んと短くなって来たような気がしま
　　　　　　す。
☆石塚会員　５クラブ合同ゴルフ会、優勝おめで
　　　　　　とう。
☆永島健雄会員　新潟県中越地震に飯田会員、湯
　　　　　　　　本会員、真貝会員、現地お見舞
　　　　　　　　い誠にご苦労様でした。すばや
　　　　　　　　く行動が一番大切な事です。
☆小川会員　欠席が続き、相済みませぬ。
☆小林会員　５クラブ合同ゴルフでは大変お世話
　　　　　　になりました。
　　　　　　大久保先生、卓話有難う御座います。
☆大久保会員　卓話お世話になります。
☆小沢会員　大久保先生、納税でいつもお世話に
　　　　　　なります。今日は卓話有難うござい
　　　　　　ます。
☆大久保会員、卓話ご苦労様です。
　渡辺会員、大谷会員、石塚会員、山田会員
　武笠会員、湯本会員、内山会員、鈴木会員
　小池利昌会員、坂本会員、清水治雄会員
　古沢勇治会員、大野会員、田山会員、中島会員
　宮内会員、境野会員
☆誕生祝いを有難う御座います。
　植田会員、真貝会員
☆小山会員　結婚47年目、益々と元気。
☆結婚記念祝い有難う御座います。
　小池英輔会員、諸貫会員、山本憲作会員
　江袋会員、山本栄治会員

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥１０２０００

黒渕会長より
　米山奨学生フランチェスカさんに奨学金授与

行田アンサンブル協会より

12月5日(日)　行田市教育文化センターみらいに於き
まして13時30分開場、14時開演の第９回定期演奏会
を開催致します。
　大人（一般）1500円
　　　（会員）1350円
　学生（中学生まで）800円
の入場券が必要となりますが、大勢の方にご来場い
ただきたくお願い申し上げます。

訂正事項
1896回（Ｈ16．10．21）例会週報の記載で木村滋
先生の「１年の入院」とありましたが「１年間の
例会欠席」と訂正させていただきます。
木村先生、申し訳ありませんでした。


