第 1552 回

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB

№21

例会日: 2019.1.21

Weekly Report
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施行から９年経過した「非上場株式等についての贈
与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）」が、
２０１８年の税制改正において抜本的に改正され、オ
ーナー経営者の皆様にとっては、極めて使い勝手の良
い内容に改められました。実際に長崎県においても、
既に多くのご法人から「長崎県 産業労働部 経営支
援課」に対して、２０２３年３月３１日と提出期間が
定められた認定経営革新等支援機関の指導・助言に基
づく「特例承継計画」が提出され、２０２７年１２月
末までの特例措置に備えておられます。弊社に自社
株・事業承継についてのアドバイスをご用命頂いたご
法人においても、利用を検討されているケースが多数
ございますが、実際には、以下のようなケースに分類
されます。
①自社株評価が高く、株価が低い時期に事業承継税
制を活用すべきご法人
ゲスト卓話
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《ゲスト卓話》
２０１８年度事業承継税制改正を踏まえた自社株・
事業承継対策
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
経営コンサルティンググループ 平田成彦 氏
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⇒贈与時の株価が、相続時の株価にまで影響する
ため
②自社株評価がそこまで高くないため、費用対効果
ではペイしないご法人
⇒納税猶予の効果よりも、依頼する税理士法人の
報酬の方が高くなる
③事業承継税制活用に際しての要件を満たしてい
ないため、活用できないご法人
⇒筆頭株主が代表権を有したことがなく、先代経
営者の要件を欠く
オーナー経営者の皆様には、まず、事業承継について
関心をお持ち頂くことが肝要と思われます。その上で、
ご経営されているご法人の株価がどの程度の評価に
なるのかを把握して頂き、その上で、改正された事業
承継税制を活用すべきかどうかのご判断をして頂く
ための一助として、弊社の自社株・事業承継コンサル
をご活用頂ければ、幸いです。

《会長挨拶》
森 豊 会長
「草魂」
久しぶりに我が家の猫の額ほどの庭の雑草取りを
しました。雑草を取りながら、元近鉄/バッファロ
ーズ 鈴木啓二投手が色紙などに書いていた「草
魂」の言葉を思い出しました。踏みつけられても、
踏みつけられても又生えてくる雑草のたくましさ
に人生がある。少々のことではくじけないぞとの
気力こそが大事なのだと表現したかったのだろう
と思います。
「草魂」は自分の会社でも励みとなります。
雑草とりを何回かやっていると、３種類の雑草が

松尾辰樹 氏

次回例会

会員卓話

三谷秀和 会員

あることがわかります。１番目は抜きやすい雑草
簡単にきれいになったのかなあと安心すると２番
目は少し根が深く横に広がって抜きにくい雑草が
生えてきます。３番目はタンポポの根のように抜
きにくい雑草が生えてきます。雑草に馬鹿にされ
ているようで腹が立ったりします。
これは商売に似ているなあと感じます。最初の
課題は簡単なもので難なくクリアーできます。次
に少し難しい課題がやってきます。なんとかクリ
アーしてほっとしていると次に会社の存亡に関わ
るくらいの難問の課題がやって来ます。一朝一夕
に解決するものではなく数年かかるものもざらで
す。逃げるわけには行きません。解決策を探して
いくことは仕事の醍醐味のような気がします。
今年も雑草魂で頑張りたいと思います。

◆ガバナー事務所
①2018-19 年度地区資金（後期分）送金のお願い
②2740 地区Ｒ財団委員会 補助金管理セミナー
のご案内
日時：2 月 3 日(日)12：00 受付 12：30～開会
14：30～セミナー終了予定 その後申請相談会
会場：Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ（諫早市永昌東
町 13-29 TEL 0957-22-8888
③My Rotary アカント登録 及び Rotary Club
Central の件
④青少年プログラム海外派遣実態調査ご協力の
お願い
⑤韓国・大邸市での「第 20 回 RI 囲碁大会」のご
案内 前夜祭：4 月 6 日（土）韓国大邸市内の
徳栄歯科病院ビル 6 階
対戦：4 月 7 日（日）9：00～16：00
◆ガバナーエレクト事務所
2019～2020 年度 地区委委員推薦の御礼
就任のお願い（小川寛 インターアクト委員、
公門新治 公共イメージ委員）
◆2019－20 年度 ガバナー補佐
ガバナー公式訪問・クラブ協議会日程表（案）

《幹事報告》
松田信哉 幹事
１．例会変更
・北松浦ＲＣ
1 月 29 日（火）12：30～
→2 月 2 日（土）18：00～
松浦シティホテル（松浦ＲＣ・平戸ＲＣ3 地区
合同例会のため）
2 月 5 日（火）12：30～
佐々町でんでんパーク公園内（ＭＲ小浦駅裏）
（創立 50 周年記念碑除幕式及び短縮例会のため）
2 月 15 日（金）18：00～
佐世保市江迎町文化会館（創立 50 周年記念事業
準備例会のため）
２．来 信
◆公財）ロータリー米山記念奨学会
① ハイライトよねやま Vol.226
② 2018 年度下期普通寄付金のお願い
◆国際ロータリー日本事務局
2019-20 年度クラブ役員登録と、2019 年 1 月クラ
ブ請求書の予定

３．伝達事項
①1/24（木）18：30 より天津包子館にて第 2 回次
年度理事会を開催いたします。
②1 月のインターアクトクラブ例会は 1/28（月）
16：20～佐世保高専にて開催いたします。
③次回例会はゲスト卓話 長崎県赤十字血液セン
ター 所長 松尾辰樹氏 「輸血のはなし」です。

《委員会報告》
牧野博一 プログラム委員長
3 月 25 日ゲスト卓話者変更の件
三谷秀和 北斗会会員
2 月 24 日（日）北斗会を開催致します。皆様の参
加をお願い致します。
《ロータリー３分間情報》
宮﨑有恒

ロータリー情報委員

ロータリーで日頃あたり前のように行っていること
も、元をただせばそのきっかけがあります。以前お話
したロータリーソングを歌い出したのは、世界で最初
のロータリークラブが創立間もない 1907 年クラブが
殺伐とした雰囲気になったときに歌を歌って乗り越

えましたし、
「ロータリーの友」は 1953 年日本が二つ
の地区に分割されるときに共通の機関紙として発行
されました。そしてその時に「手に手つないで」がで
きております。
本日は例会でロータリー旗と並んで日の丸の国旗
が掲揚されていますが、
このきっかけも戦前日本が戦
争へと向かう最中、昭和 8 年右翼が京都ロータリーク
ラブにスパイ活動の疑いで押しかけあらぬ疑いをか
けたので、翌週の例会から国旗を掲げ、君が代を歌う
ようになったということです。そして昭和 10 年日本
橋ロータリークラブがこの事件に刺激されて作った
ロータリーソングが「奉仕の理想」です。「御国に捧
げん我等の生業」という歌詞はまさにその時代背景を
表しています。1920 年大正 9 年日本で最初のロータ
リークラブ、東京ロータリークラブが誕生し、東京オ
リンピック開催の 2020 年は日本のロータリー誕生
100 年という大きな区切りを迎えます。

要求などがあることで、
今日の若い職業人にとっては
ロータリーが手の届きにくい存在となっている よう
です。ロータリーは、家族との時間を犠牲にするので
はなく、家族との時間を補うような経験を 提供する
場である必要があります。クラブが温かく、みんなを
受け入れるような雰囲気があれば、
家族と奉仕活動は
両立でき、家族志向の若い職業人にロータリー奉仕や
市民としての参加の機会を提供できます。2019-20
年度には、「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマの
下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛
大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつな
がりを築いてまいりましょう。

《ニコニコボックス》
茶村亜子

2019-2020 年度テーマ「ロータリーは世界をつなぐ
-----Rotary Connects the World」
2019-20 年度国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士と
してシカゴにやって来たポール・ハリスがロータリー
を創設した最大の理由、
それは見知らぬ街でほかの人
たちと「つながる」ことでした。国際ロータリーには、
地域社会とつながり、職業のネットワークを広げ、強
くて末永い関係構築がで きる確固とした使命と構造
があります。
会員による数多くのプロジェクトやプロ
グラム、ポリオ撲滅活動におけるロータリーのリーダ
ーシップ、国連との協力などを通じ、私たちはグロー
バルコミュニティとつながっています。私たちの奉仕
活動は、同じ価値観を共有し、より良い世界のために
行動したいと願う人びとの結びつきをもたらします。
ロータリーの未来を形作る本当の場所はクラブで
す。刻々と変化 する現実に対応するために、ロータ
リーはクラブに注力していかなければなりません。
クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、
今では
クラブのあり方をより創造的かつ柔軟性をもって決
めることができます。これには例会の方法や、何をも
って例会とするかを検討することも含まれ ます。会
員増強のアプローチにおいては、組織立った戦略的・
革新的な方策が必要です。
実際のところ、ロータリーは家族です。そうである
にも関わらず、会員組織の構造やリーダーシップの
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森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
今年の初例会でご出席の方々にアンケートをお願い
しましたが、当日の急なお願いにも関わらず、アンケ
ートにご協力いただきましてありがとうございまし
た。引き続き、アンケートにご協力お願いします。本
日の卓話は、三井住友海上あいおい生命保険・経営コ
ンサルグループの平田成彦様です。テーマは「平成
30 年度税制改正を踏まえた自社株、事業継承対策」
についてです。しっかりと勉強をさせていただきます
のでよろしくお願いいたします。
豊島揆一君
昨年、母の葬儀にはお忙しい中ご会葬頂き、また供花、
弔電まで賜りありがとうございました。その上受付も
お手伝い頂きおかげさまで滞りなく相済ませること
ができました。忌明法要も致しましたので、ぼちぼち
諸事、復帰しようと思っております。心より御礼申し
上げます。
平石晃一君 永田武義君 藤井良介君 緒方信行君
古賀新二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君
蒲池芳明君 渡会祐二君 村瀨高広君 二ノ宮健君
小川一貴君 小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君
公門新治君 船津 学君 小西研一君 中川信次君
井上隆三君 茶村亜子君 鐘ヶ江和重君
本日は、三井住友海上あいおい生命保険会社、経営コ
ンサルティンググループ、平田成彦様による事業継承
対策のお話を頂きます。
会員一同楽しく拝聴させて頂
きます。よろしくお願い致します。
卓話者より謝礼をニコニコへ頂きました。
本日の合計 43,000 円

船津 学

松田亜由美

小西研一

累計 843,000 円
（記事担当

小西研一）

