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＜会長の時間＞
今日は、自分の職業である税金に関する話
をしたいと思います。私も相続税にかんし
ては毎年取り扱わさせて頂いていますが、
相続というのは税金のこともあわせて大変
なものです。大事なことは被相続人の生前
のうちに時間をかけて準備を進めていくこ
とですが現実はなかなか難しい場合もまま見受けられます。私の場
合は父親とはよくケンカをしましたが亡くなる一年前には事業を
譲っていただきましておかげ様で相続も無事終えることができま
した。
最近、事業承継税制という言葉を聞かれることがあるのではない
でしょうか。今までは農業に関しては相続人が農業を続ける限りは
田畑の相続税が猶予されていましたがそれを中小企業の自社株に
も適用しようというものです。実際、簡単には換金できない自社株
の相続税の問題は中小企業経営者の悩みの種でした。
事業承継税制の今回の特例の概要は一定の要件を満たす非上場
会社のオーナー兼経営者から後継者へ代表取締役の交代と自社株
式等の承継(贈与等)を実施した場合に、対象株式等に係る相続税・
贈与税の全額の納税を猶予できる制度です。継承後、一定の事由に
該当した場合に猶予額が免除されます。この特例は、平成 30 年 4
月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの 5 年間に特例承継計画を都道
府県に提出した場合に限り、平成 30 年 1 月 1 日から令和 9 年 12 月
31 日までの間の贈与等について適用されます。
この機会に事業承継と相続対策について考えられてみたらどうで
しょうか。

＜幹事報告＞
◎ガバナー、ガバナーエレクト、地区ロータリー財団部門委員長より
・地区補助金の募集と申請について
申請者
2630 地区 各クラブ(1 クラブ１ロとします)
募集ロ数
申請順審査、合計口数制限ナシ
対象期間
2020 年 7 月 1 日以降
申請期間
2019 年 12 月 1 日から
◎地区ロータリー財団ポリオ・プラス小委員会長より
・
「１０月２４日世界ポリオデー大会」のご案内
＜受贈誌＞
東日観光(株)（2020 ホノルル国際大会参加旅行パンフレット）

＜出席報告＞
本日

出席者数

会員数

出席率

２７名

４１名

６５.８５％

遠藤 隆浩
垣内 秀文
長瀬 達三

第２５９７例会 令和元年１０月２５日
社会奉仕委員会担当例会

＜本日のプログラム＞
社会奉仕委員会
委員長 山下 直哉
本日は野中 常雄 様に卓話をお
願いしました。略歴をご紹介しま
す。
１９６８ 年高山生まれ。中央大学大
学院修了され、キャリアコンサルタント、精神保健福祉士とし
てハローワーク高山に勤務するかたわら、様々なポランティア
活動・市民活動をされていらっしゃいます。中でも、障がいの
ある方の野外活動を支える「NPO 法人野あそび倶楽部」には設立当
初から関り、現在は理事、事務局長を務めておいでです。
本日は、延べ１００回を超えた東日本大震災の被災地ボランティ
ア活動を含め、各地でのご活動についてお話しいただきます。
よろしくお願い致します。

ボランティア活動でもっとも大切にしたいこと
～被災地ボランティア、障がい者野外活動ボランティアの現場から～
野中 常雄 様
「ＮＰＯ法人 野あそび倶楽部」の活動から
～障がいのある方々とともに15年から
障がいのある方が気軽に野外活動に参加できるように
誰でも自然な形でサポートのボランティアができるように
「声かけ」「見守り」「かかわりあい」が何よりも大切
参加者の笑顔がかけがえのない宝物
東日本大震災から８年 ～続けてきた活動～
ボランティアセンターの準備、現場の復旧作業
精神保健福祉士として医師や保健師と避難所・仮説住宅の巡回
漁師の手伝い、わかめ漁の体験など
熱気球の体験搭乗など、イベントを通じた交流活動
高山市内、岐阜県内の高校生による遊具寄贈、ミSニL 体験
飛騨からのツアー「復興の今を感じる東北の旅」
支え合いのネットワーク
熊本地震、広島土砂災害、鬼怒川決壊、西本豪雨災害等の現場へ
台風１５号、１９号による災害現場の状況
「できる人が できる時に できる事を」
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例会報告
私が考えるもっとも大切なこと
ＰＴＧ (Posttraumatic Growth) 心的外傷後の成長
絶対に欠かせないもの ～ 温かなつながり、人と人との信頼

【義援金及び支援金の情報】
特定非営利活動法人 長野県ＮＰＯセンターまとめ
義援金・支援金情報につきまして情報提供させていただきます。
台風19号襲来より、早くも1週間が 過ぎました。長野県域で募集を
おこなっている義援金と支援金の情報を集めました。県の発表では
10/18 朝時点で、死者3名、重軽傷者61名、床上・床下浸水あわせて
9000件を超えた被害が報告されています。避難所では8市町で、長野
市を中心に23カ所、934名が避難生活を送っています。みなさま、長
野県にご支援をよろしくお願いいたします。
<支援金＞ふるさと信州寄付金
（長野県へのふるさと納税）による災害支援寄付受付
https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/711
＊お礼状と証明書が届きます。納税金額より一定額が控除されます
<支援金＞長野県みらい基金 クレジットカードで決済可
緊急寄付募集『長野県台風19号災害支援基金』
https://www.mirai-kikin.or.jp/products/detail.php?product.id=305
<義援金＞ 長野県義援金
令和 2年 3月31日（ 火曜日）まで
八十二銀行県庁内支店（普）732958
長野県台風第19号災害対策本部 代表 竹内 善彦
（ﾅｶﾞﾉｹﾝﾀｲﾌｳﾀﾞｲｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｻｲｶﾞｲﾀｲｻｸﾎﾝﾌﾞ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾀｹｳﾁﾖｼﾋｺ)
ゆうちょ銀行 00170-0-324895 長野県台風第 19 号災害対策本部
ゆうちょ銀行の窓口からのお振込みは手数料無料です。
<義援金＞ 日本赤十字社長野県支部の受付
令和 2年3月31日（ 火曜日）まで下記の口座で受け付けています。
八十二銀行本店営業部（普）1247782
日本赤十字社
長野県支部支部長 阿部 守ー
（ﾆﾎﾝｾｷｼﾞｭｳｼﾞｼｬﾅｶﾞﾉｹﾝｼﾌﾞ ｼﾌﾞﾁｮｳ ｱﾍﾞｼｭｲﾁ）
<義援金＞ 社会福祉法人長野県共同募金会
https://www.akaihane-nagano.or.jp/20191016-2783
八十二銀行本店営業部（普）1247799
社会福祉法人 長野県共同募金会（ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ﾅｶﾞﾉｹﾅｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ）
ゆうちょ銀行 00160-2-265830 長野県共同募金会台風19号災害義援金
※各市町村については各ホームページを確認して下さい。
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＜ニコニコボックス＞
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん
本日は社会奉仕委員会の講師例会です。精神保健福祉士の野中常雄
様、卓話をよろしくお願いします。お忙しい中をお越し頂きまして
ありがとうございます。又、10/21に行われたロータリー情報委員会
に出席されました皆様ありがとうございました。パスト会長3名（田
クレジットカードで決済可
中武さん、井辺さん、米澤さん）による大変分かりやすい、ありが
たい教えを受け、新会員の蒲さん、松田さん、高井さんもロータリ
アンとして立派に成長される事と期待申し上げます。懇親会も宝生
閣様の美味しい料理と共に和気あいあいで楽しい、あっという間の
ひと時でした。重ねて感謝申し上げます､ありがとうございました。
●山下 直哉さん、斎藤 章さん
本日は社会奉仕委員会の担当例会です。野中 常雄 様、お忙しい所
ありがとうございます。本日の卓話よろしくお願い致します。
●田近 毅さん
野中様のご来訪を歓迎申し上げます
●田中 武さん、井辺 一章さん、米澤 久二さん
２１日（月）新会員オリエンテーションに、蒲さん、松田さん、高
井さんの御三方に参加していただきました。活発な意見を頂き、私
たちも大変勉強になりました。例会に出席することの大切さ、奉仕
の大切さなど、色んな意見が出ました。充実したオリエンテーショ
ンになりました。
●岡田 贊三さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん､田中 武さん､
山下 直哉さん
10 月 22 日の即位礼正殿の儀の日に 5 クラブ + ソロプチミストの
会合同のゴルフ大会が有りました。団体戦がありまして、今回は何
と総合 6 位となり最下位という結果でした。来年こそは一つ上を目
指して頑張ります。参加された 5 名の皆様、お疲れ様でした。
●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､黒木 正人さん､杉山 和宏さん
今日はワールドパスタデーです。ワールドパスタデーとは、1995
年の 10 月 25 日にイタリアのローマで「第 1 回世界パスタ会議」が
開催されたことを記念して 1998 年に制定された記念日です。この
日、世界各国ではパスタの魅力を伝えるさまざまなイベントが開か
れます。
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