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例会プログラム

【第2553回例会プログラム】

みなさん、こんにちは。まずは今日のお客様をご紹介致します。
（中略）
今日は沖田先生にたくさんお話を頂きますので、会長挨拶は短めに致
します。

例会日：2020年10月6日（火）
会 場：大和証券川口支店 点鐘12：30

先日のオンライン例会では多数の会員の方がご出席下さいまして、
初回のオンライン例会としては上々のスタートが出来ました。ただ私
のホスト側操作が手間取ってしまい、卓話が流せなかったことが痛恨
の極みであります。次回までにはもう少し勉強しておきますので、ま
た是非ご参加下さいますようお願い致します。

開会点鐘 会長 篠田和幸
国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 佐々木 幸太郎
唱和「ロータリーの目的」「四つのテスト」
川島 健
会長挨拶・お客様の紹介 会長 篠田 和幸
幹事報告
幹事 篠田 高子
誕生祝 吉田 肇
委員会報告 出席担当 岩瀬 恵
スマイル担当
松井 茂
ご挨拶 第12G ガバナー補佐 小山 重治様
卓話：「家族信託セミナー」
沖田不動産鑑定士・税理士事務所所長
沖田 豊明様
閉会点鐘 会長 篠田和幸

出席率報告
日時

会員数

出席者

ＭＵ

欠席者

免除者

出席率

10/6

23

12

0

9

2

57.14

幹事報告
◆今月のロータリーレート
2020/10月 １$=¥105
◆職業奉仕部門講演会ご案内
◆地区大会のご案内
◆世界ポリオデー啓蒙活動のご案内
◆2020年7月九州豪雨災害義援金
ご協力のお礼とご報告
◆東勢RC様より「為編印本社授𣴎𣴎證
50週年紀念特刊・懇請恵賜賀詞以
増光彩のFAX
◆他クラブ様例会変更案内
◆社協だより159号秋号
◆SSTLくれおんNo.350
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さて、１０月はロータリー月間でいうと「経済と地域社会の発展月
間」であります。２０１４年１０月にＲＩ理事会により規定された本
月間は、貧困地域の経済発展を目的とした、起業家、地域社会のリー
ダー、地元団体を含む地域ネットワークの向上、雇用創出、支援が行
き届いていない地域社会での貧困の削減、経済と地域社会の発展に関
連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を
強調する月間であるとされております。当クラブにおいても毎年１０
月末には「西川口ハロウィン」協賛事業を行い、地元西川口商店街の
発展と地域ネットワークの向上を目指し、毎年楽しみにしている事業
の一つでありますが、今年はコロナの影響によりイベント自体が中止
となってしまいました。今年は献血会も中止、西川口ハロウィンも中
止ということでなかなか奉仕活動自体ができない状況でありまして、
致し方ないことではあるのでしょうけれども、やはり残念な気持ちで
一杯です。
また１０月の米山月間でもあります。日本独自の特別月間であるこ
の月間は、特に米山奨学事業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動
を実施し、そのために米山奨学生や地区役員・委員の卓話を聞き、更
に奨学会から提供される資料をもとにクラブフォーラムを開催したり
することが推奨されております。９月１４日発行の「ハイライトよね
やま」によると、 この８月までの寄付金は前年同期と比べて 3.7％
減（普通寄付金:4.7％減、特別寄付金:2.0％ 減）、約 1,200 万円の
減少となっているそうです。これに関し、７月１日現在の会員数を昨
年同期と比較すると、全国で約2,200人減少しており、また、コロナ
禍による困難な経済状況にもかかわらず、皆さまからご支援いただい
ていることに深く感謝申し上げますとありました。当クラブからもす
でに何名かの会員から寄付がなされておりますので、引き続きご寄付
をご検討頂けますようお願い致します。
米山財団寄付に関しては、内閣府より「公益財団法人」の認定を受
けているため、所得税、法人税の財政優遇が受けられ、相続税も非課
税となります。税務申告等でもしお困りの方がおられましたら、是非
沖田事務所へご依頼いただければ、沖田先生がスムーズに対処してく
れますので、よろしくお願い致します。
では今日の会長挨拶はここまでとさせて頂きます。

ここにコラムタイトルが入ります
会長挨拶

小山G補佐様

出席担当

本日の卓話

スマイルＢＯＸ
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講師：沖田不動産鑑定士税理士事務所
所 長
沖田豊明 様
営業企画部 竹内麻穂 様

本日もよろしくお願いします。

篠田和幸

本日は日頃よりお世話になっております沖田先生にお越し頂きま
した。これからの時代にとってとても役立つ卓話を頂きますので、
どうぞよろしくお願い致します。

～相続・資産承継を円滑、円満にするための～

District 2770 Chartered June.30,1967

家族信託セミナー

篠田高子

今後日本は、超高齢化社会になります。それに伴い高齢者の5人に1人は、認
知症になるとも言われています。認知症になってしまいますと、まず財産が凍結
されてしまいます。預貯金については、たとえ本人や、その家族であってもお金
が下せない、定期預金が解約できないといった事態に陥る可能性があります。
そうなると、本人の生活費やまた、老人ホームへのまとまった入居費用が支払
えなくなります。また、認知症になった本人が不動産を持っている場合にはその
不動産をリホーム、修繕、売却することができなくなってしまいます。そうなると
不動産を適正に維持管理することができずアパートの老朽化が進みます。
このような問題を回避することができるのが家族信託制度です。
具体例として、お父さんと息子さんとの間で信託契約を結び、お父さんが持って
いる現金の一部や賃貸アパートをお父さんに代わって息子さんが管理をします。
仮にその後お父さんが認知症になり判断能力がなくなっても、息子さんが代わ
りに息子さん自身の判断によりお父さんが亡くなるまでお父さんのために賃貸
アパートを管理運営できます。また信託契約内容にもよりますが、息子さんの判
断でこの賃貸アパートを売却することもできます。そして家賃収入やその売却代
金をその後のお父さんの生活費や介護費用に充てることができます。
＜講師 代表 不動産鑑定士・税理士
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小山Ｇ
補佐様

沖田豊明 プロフィール＞

平成１１年に不動産オーナー様・不動産税務の専門事務所として埼玉県川
口市に開業。
不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営
や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。また、最近はサラリーマ
ン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイス、円滑な相続・資
産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
著書『不動産の活用法 プロがきちんと教えます』
『相続は準備が9割』
※最新書籍
『「地積規模の大きな宅地の評価」の実務
－広大地評価の改正点と判例・裁決例―』
『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』

川島健

昨日、RCチャリティーゴルフコンペに会長、奥田さんと参加して
まいりました。とても楽しいコンペでした。ありがとうございま
した。残念ながら遠山さんが左足靭帯損傷の為 急遽不参加と
なってしまいました。どうぞお大事になさって下さい。

沖田先生

相続のお話しよろしくお願いします。

小山補佐ようこそおいで下さいました。ご指導お願いします。
海老原
邦延

沖田税理士先生をお迎えして「家族信託」の勉強会良く聞いて活
用しよう…。

池田昭子

皆様と同じ。

芝﨑貞道

沖田様、本日は卓話ありがとうございます。お話し楽しみにして
います。何かと参考に成ることと思います。吉田さんお誕生日お
めでとうございます。お元気でいて下さいね。

福原秀夫

沖田先生卓話楽しみにしております。

佐々木
幸太郎

沖田様、本日はお話しありがとうございます。参考になるテーマ
なので勉強させていただきます。

松永好夫

お元気ですかー！

岩瀬

恵

今日は久しぶりに来ました。上司をお連れしました。卓話楽しみ
です。宜しくお願い致します。

松井

茂

沖田様、卓話よろしくお願いいたします。

本日の合計
累

２６，０００円

計

１４７，７００円

本年度目標900,000円

本日までの達成率16.41%

本年度の寄付累計
ロータリー財団
年次基金寄付

¥259,200

ポリオ・プラス基金寄付

¥64,800

恒久基金寄付
計

¥324,000
米山記念奨学会

＜次週例会プログラム＞
2020/10/20（火） 18：00～
◇夜間例会 新入会員（大野太郎会員）歓迎会
場所：西川口東口 割烹「山乃」 来訪

＜

特別寄付

¥500,000

計

¥500,000

＜本年度目標＞
①年次基金・ポリオプラス
※１会員
本日までの達成率 37.56%
②米山記念奨学会 特別寄付 ※１会員
本日までの達成率 108.69%

¥30,000 会員数23名 ¥30,000×23名＝¥690,000円

¥20,000 会員数23名 ¥20,000×23名＝¥460,000円

川口西ロータリークラブ クラブビジョン ＞

地域に根ざした奉仕活動と地域から尊敬されるクラブを目指して、新たなチャレンジに取り組もう！

http://kawaguchiwest-rc.org/

●川口西ロータリークラブ ホームページアドレス
●例会日:毎週火曜日 点鐘12:30 例会場:大和証券４階
●事務局:〒332-0035 川口市西青木2－4－20－201
TEL:048-251-8911 FAX:048-251-8922

会報制作入稿案内
E-Mail: kawaguchi-nishirc@lime.ocn.ne.jp
TEL：048-251-8911 FAX：048-251-8922

