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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

労感を覚えぐっすりと眠れま

す。ストレスの解消にもなるよう

です。温泉に行きサウナにも

入りますと翌日少し体が重く感

じます。しかし、翌々日は快調

です。 

 その原因はヒートショックプロ

テイン（HSP）と言うタンパク質

にありました。このタンパク質は

ストレスを受けると体の中に出来ます。特に熱ストレスを受

けるとたくさんできます。身体を暖めるとHSPが２日後を

ピークに増えます。そして７日後に元に戻ります。従ってス

トレスに対して予めHSPを増やして準備することができま

す。 

 実験によりますと、ストレス潰瘍、腎不全、放射線障害、

エコノミークラス症候群、やけど、筋肉の疲労などに対して

防御効果が有ります。持久力型のスポーツにも効果があ

り、オリンピック選手にも適用し効果が実証されました。

2002年ソルトレイクシティーで50キロのクロスカントリース

キーの選手に決勝の3日前に加温療法を遠赤外装置で行

い成績が向上しました。 

 HSPを増やすためには41度で温めると良いそうです。ま

た43度でがん細胞が死ぬそうで、そういう温熱療法もある

そうです。加温できない人にも薬でHSPを増やせます。特

定の胃腸薬やアスピリンや漢方薬にその効果があるそうで

す。 

 私は、お酒、タバコをたしなみません。収入も僅かでほと

んど所得税を払っていません。税金は固定資産税とガソリ

ン税、ゴルフの税金、消費税ぐらいです。温泉に入ると税

金を払います。入湯税です。これからも温泉に行き税金を

払いつつ、身体を暖めHSPを増やし健康でいたいと思い

ます。 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：中村委員 

前回の報告（第２８０１例会） 

平成２８年１０月１３日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長） 

ゲスト：大野 光一 様 （湯浅税務署長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（松村会長） 

 本日は、湯浅税務署長の大野光一様、お忙しいにも関

わらずお越しくださいました。ありがとうございます。後ほど

卓話をよろしくお願いします。 

 私はお風呂が好きで、時々温泉に行きます。車で３０分

ほど走れば数カ所の温泉に行けます。サウナが有る温泉

もあります。サウナに入ると体の芯から温まり心地よい疲

  平成２８年１０月２０日 第２８０２回 

・外部卓話：董 涛 君(米山奨学生） 

      「君子は人の美を成す」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成２８年１０月２７日 第２８０３回 

・前期ＩＤＭの発表 

 発表者(リーダー) 成川 雅史 君・中村 吉伸 君 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８０１ Nｏ． 

ゲストの紹介 

会長の時間  

ＰＨＦ表彰 

 松村秀一君にポールハリスフェローの表彰と認証ピ

ンが届きましたので、中元Ｒ財団委員長から授与され

ました。 



２ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

 

（橋爪（誠）幹事） 

◎第４回定例理事会の報告 

＜協議事項＞ 

 １．10月・11月の例会プログラムについて 承認 

 ２．9月試算表について 承認 

 ３．ガバナー公式訪問プログラム 承認 

 ４．その他 

   ・親睦家族旅行精算 承認 

   ・バナー発注 予備費より支払い 承認 

＜報告事項＞ 

 １．経済クラブ使用料ついて（引き続き交渉） 

 ２．前期IDM日程 確認 

 ３．地区大会（バス手配について報告） 

 

◎地区より 

 １．クラブ職業奉仕委員長会議開催の案内 

 ２．地区青少年交換委員会 次年度短期受入留学生 

   のホストクラブ募集の案内 

 ３．「ハイライトよねやま」 後方掲示 

 

◎その他 

 １．田辺東RCの９月分の週報 後方掲示 

 ２．10月23日地区大会登録料を集金します。 

   ご準備お願い申し上げます。 

 ３．次週、第2回臨時理事会を開催いたします。 

 ４．他クラブの例会変更 後方掲示 

 

 

 

（中村R広報委員） 

☆横組み 

１） 7Ｐ：写真で振り返る日本のオリンピックとロータリー 

  8Ｐ：1964年の東京オリンピックでは国立競技場の聖   

     火台設備工事代の一部を東京ロータリークラブ 

     を中心とした全国のロータリークラブが拠出。台 

     座にロータリーの徽章。 

  11Ｐ：札幌オリンピックでは全国のＲＣの寄付で聖火  

     台を建設、また大ヒットした「虹と雪のバラード」は  

     札幌西ＲＣ会員の作詞である。 

 

２）14～17Ｐ：End Polio Now 

     パキスタンとアフガニスタンはどうしてポリオの撲  

     滅が遅れているのか。部族法の存在やワクチン     

     を接種すると奇形児が生まれるなどが信じられ、 

     さらに国内の政治状況、国際情勢の影響を受け 

     ている。2015年9月末までの過去20か月にポリオ 

     ワーカーが80人殺害されているなどが原因。 

 

３）30Ｐ：公共イメージ向上に効果のあった活動として金 

     沢香林坊ＲＣ通訳付きタクシー実施実験および 

     佐賀南ＲＣのシチメンソウの育成の２つの活動が 

     記載。 

 

 

☆縦組み 

１）4Ｐ：自分に誇りを持って相手を理解する。NPO法人ロ 

    シナンテス理事長 川原尚行氏 

     スーダンでの活動を紹介。井戸を掘り、きれいな 

    水を確保し、水汲みで学校に行けない子供たちを  

    学校に行かせ、学校建設、先生の派遣、医者や 

    看護師の育成を行なっている。川原先生はスーダ 

    ンで巡回診療をしておられ連携体制として今注目 

    のＩＣＴ（情報通信技術）の導入を進めている。 

 

２）19Ｐ：友愛の広場「ロータリーらしさ」 

                     丸亀ＲＣ 横田龍男氏 

     例会の規律を保つ。むやみやたらに例会変更は 

    しない。例会とレクリエーションを混同しない。夜間 

    例会のお酒が入る席でも品位のある例会運営を 

    する。例会においてはためになる実のあるプログラ 

    ムを組む。 

 

３）23Ｐ：俳壇 御坊ＲＣ丸山氏、海南ＲＣ川上氏。 

 

４）25Ｐ：ロータリーアットワーク 有田ＲＣの有田川クリー 

     ン作戦が掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊情報研修委員会（應地委員長） 

 第1回ＩＤＭを10/19、10/20に橘家で午後6時30分から

開催します。会員の皆様はどちらかに出席をお願いしま

す。 

 

 

 

（嶋田(ひ)例会運営委員） 

本日の会員数２６名 

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２０名 

   （出席規定免除会員７名） 

      ８０．００％ 

9/29    ８４．００％ 

MU：中村君 

 

 

ロータリー友誌  

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              



 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：大野光一湯浅税務署長様、ようこそ有田ロータ

リークラブへお越し下さいました。卓話よろしくお願い

します。 

橋爪（誠）君：大野署長様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の

「相続税のはなし」勉強させて頂きます。 

井上君：今週末は地元の秋まつりです。 

宮井君：大野湯浅税務署長様、ご多忙の中、ようこそお

越し下さいました。勉強させて頂きます。 

嶋田（崇）君：大野様、卓話ご苦労さまです。 

橋爪（正）君：大野湯浅税務署長様、御多用な中、卓話

にお越し下さいましてありがとうございます。 

上野山（英）君：大野税務署長さん、本日卓話ご苦労様

です。 

江川君：大野様、本日は卓話よろしくお願い致します。勉

強させていただきます。 

石垣君：大野署長様、お忙しい中、卓話にお越しいただ

きありがとうございます。 

中元君：大野光一様、ようこそ有田ロータリークラブへ。

本日の卓話よろしくお願い致します。 

酒井君：大野様、本日の卓話よろしくお願い致します。相

続の話、楽しみです。 

上野山（捷）君：湯浅税務署長、大野様、本日の卓話あり

がとうございます。 

 

 

 

「相続税について」 

 相続税の基礎控除は平成27年1月1日以降に相続が

開始する相続については3000万円+法定相続人一人当

たり600万円に減額されましたが、この趣旨は増税という

よりも本来の姿に戻す意味合いが強いということです。 

 今回の前の改正は、平成6年1月1日相続開始分まで遡

り、5000万円+法定相続人一人当たり1000万円の基礎控

除でしたので、今回基礎控除が4割下がったことになりま

す。 

 統計的には、相続財産の約40％を土地が占めており、

平成6年当時に和歌山県下の最高地の価格が151万円

から平成28年は36万円まで下がって、下落率は76％とい

うことになります。前回までの改正では基礎控除の増額

改正で地価も右肩上がりでしたが、バブル崩壊後の地価

は一時期を除いて下落しており、今回の基礎控除の改

正は地価に大きく関係していると言って差し支えないと思

われます。 

 では地価の算出方法はどうかと言いますと、路線価方

式と倍率方式があり、詳細は国税庁HPで確認することが

できますので、一度確認されることをお勧めします。 

 次に、調査における問題点を若干説明します。 

 まず、問題になるのが、家族名義の預金が相続財産に

なるのか、既に贈与されており名義人に帰属するかと

いった点です。贈与というのは贈与する側と贈与を受け

る側双方に贈与の認識があり、管理・処分権が贈与を受

けた方に移るということが必要になります。贈与税の申告

が済んでいる場合でも管理・処分権が贈与した方に有る

場合は、相続財産と認定される可能性が高いということに

なりますのでご注意ください。 

 最後に、数多く発刊されている書物では現金を不動産

に変えることで節税効果があると紹介されています。先ほ

ど申し上げた路線価は実勢価格の指標となる公示価格

の80％が目安になっていますので、現金を土地に変える

だけで相続財産を圧縮でき一定の節税効果が期待でき

ますが、利用価値の少ない不動産を購入すると財産を寝

かせることになりますので得策と言い難いと言わざるを得

ません。 

 いずれにしましても、相続において一番重要なことは、

親族間でのトラブルがなく円満な遺産分割に勝るものは

ないと言えるでしょう。 

 

 

３ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

ロータリーの目的 
 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことに

ある。具体的には、次の各項を奨励することに

ある： 

 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること。 

 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ

仕事はすべて価値のあるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものにすること。 

 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。 

 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界

的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること。 

 

 

 

湯浅税務署長 

 大野 光一 様 


