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司会：田竝 清幸 SAA 委員 

    

 

【開会点鍾】 

廣 瀬 可世子 会長 

 

【ロータリーソング】 

 ソングリーダー： 

遠藤美智子 会員 

 国歌 『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

 

【お客様紹介】 

  廣 瀬 可世子 会長 

 東 栄一 様（国分寺消防署 消防司令） 

 ｸﾞｴﾝ･ﾌｰ･ﾕｰ･ﾘﾝ 様（米山奨学生） 

 

【誕生会】 

 親睦委員会 委員 

 誕生月会員 

  ・矢野 幸一 会員 

  ・田畑 哲郎 会員 

  ・本田 義章 会員 

 

 

【会長の時間】  

 廣 瀬 可世子 会長 

10年間限定の「新・事業承継税制」 

を活用しよう。 

 事業承継税制とは、事業承継に伴う株式贈与

や相続に関して、一定の要件を満たすことによ

り、贈与税や相続税の納税猶予や免税を可能に

する税制だそうです。 

 対象となる会社は、中小企業基本法に定める

中小企業者であり、上場企業や風俗営業会社、 

資産管理会社は除かれます。 

 また従業員が 1 人以上いる会社に限られます。 

 現経営者は、代表者であったこと及び親族と

ともに過半数の議決権株式を所有し、その中で

筆頭株主であったことが条件です。 

 後継者が相続の場合は、租税に直前において

役員であり、相続後 5 ヵ月以内に代表になるこ

と、贈与の場合は、贈与の時に、3 年以上役員

であることなどが条件となります。その上で、

相続や贈与後には親族とともに、過半数の議決

権株式を所有し、その中で筆頭株主である必要

があります。 

 今までは、議決権株主の 3 分の 2までが、納

税猶予の対象であり、相続税においては 8％ま

でしか納税猶予されませんでした。 

 これが全ての議決権株式が対象となり、100％

納税猶予が可能となったのです。後継者は要件

を満たせば 3 人まで可能となり先代経営者以外

からの株式の贈与も納税猶予の対象となるそう

です。 

 今年から 5 年の間に認定支援機関の指導助言

を受けて特定継承計画を作成し、都道府県に提

出する必要があるそうです。その上で、2027年

12月 31日までの 10年間に事業継承を行う必要

があるそうです。 

 私が父から会社を継承したときは、いろいろ

な税金を払ったのを覚えていますが、とても良

い制度なので、この制度をぜひ利用して節税を

して下さい。詳しくは小美野会員に聞いて下さ

い。 

 

 

 

 

 

    米山奨学金  国分寺消防少年団育成金 



【幹事報告】  

  角 田 桂 司 幹事 

 

5月 28日 2018-19年度会員増強ｾﾐﾅｰ 

5月 28日第 2回ロータリー財団委員会研修会 

6月 1日 2018-2019年度地区第一回拡大委員会 

6月 2日ロータリー平和センター 

年次セミナー 

6月 2日国分寺ライオンズクラブ 

健康セミナー 

6月 4日第十二回理事会 

＊理事会審議事項等 

 ・5月会計報告の件 

 ・2018-19年度事業計画書承認の件 

 ・2018-19年度 7月プログムラム承認の件 

＊クラブ新会員セミナー 

 ６月 11日（月）18:30から 

＊クラブ新会員歓迎会・誕生会 

 6月 18日（月）19:00から 

 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

 伊 藤  文 昭 委員長 

  会員数 ４３名 免除５名  

有効会員数    ３８名 

  出席者      ２６名 

  メークアップ済   ６名 

       計 ３２名 出席率８４％ 

   

  前々回訂正 訂正なし。 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

  小 泉 市 郎 委員  

 

〇廣 瀬 可世子 会長、角 田 桂 司 幹事 

  本日は今年度最終理事会が終わりました。あ

りがとうございました。 

  本日は、クラブフォーラム事業報告、宜しく

御願い致します。 

  また、小美野会員のイニシエーション宜しく

御願い致します。 

 

 

 ○田 畑 哲 郎 会員 

  いよいよ還暦となります。喜ぶべきでしょう

か。自分は昭和の人間だと思っていたのです

が、半分が平成になったことに気づいて笑っ

てしまいました。 

 ○矢 野 朝 則 会員 

  JCOBのゴルフ会じゃがいも会で優勝させて頂

いたので、ニコニコします。 

  この勢いで MKRの優勝を目指します。 

 ○小 柳 洋 次 会員 

  廣瀬会長、角田幹事あと少しですね。全力で

頑張って下さい。 

 ○輿 水 香 会員 

  先日、赴任先の仙台に末娘の顔を見に行って

来ました。仙台では松島を観光し岩手県の中

尊寺まで足を延ばしてきました。次回は仙台

社宅を中心に青森、秋田県に行く予定。楽し

い事があったのでニコニコします。 

 ○百 田 晶 子  会員、ｸﾞｴﾝ･ﾌｰﾕｰ･ﾘﾝ  様 

  昨日はリンちゃん達、米山奨学生とロータリ

ー米山委員会の方が 10名、和つぃの家に集ま

り、ホームパーティーをしました。とても楽

しかったです。今度は皆様をお誘いするので、

遊びに来て下さい。会員限定、ももた秘密ク

ラブからのニコニコです。 

 

＊ニコニコ大賞 

  田畑哲郎 会員 

 

 

 

 

【イニシエーションスピーチ】 

 小美野和典 会員 

～お話の一部紹介～ 

先週は入会式ありがとうございました。 

東大和市で税理士を開業しております。 

1970年 10月 20日生まれです。武蔵村山市で生ま

れ、高校まで実家で、大学から立川市で住みまし

た。 

東京経済大学を卒業し、国分寺に引っ越しまし、

例会場の向かいに結婚まで住んでいました。 

大学卒業後は、まず東京国税局へ入局し、法人税

の調査を担当し、12 年間勤務しました。その後、

ステップアップしながら仕事をしたいと思い、民



間企業（ガリバーインターナショナル）に勤め業

務監査、改善業務などを担当しました。 

2011年に税理士試験に合格し、2013年 5月に西東

京市の税理士法人に勤務、2014 年 12 月に開業し

ました。 

現在は、学校での租税教育の委員会のメンバーに

も参加し、税金がみんなのためになるというよう

な話をしています。 

今回入会したことも新たな挑戦だと思っておりま

す。 

皆さまどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

【クラブフォーラム】 

  角田桂司 幹事 

 

 各委員会に事業報告をしていた 

だきます。 

 

＊クラブ会計委員会 

  瀬野ちどり 委員長 

 

 

 

＊管理運営、会場監督委員会 

  佐藤喜義 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊親睦委員会 

  本多幸雄 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

＊出席委員会 

  伊藤文昭 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

【閉会点鍾】廣 瀬 可世子 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：廣瀬可世子  幹事：角田桂司 

クラブ広報・会報委員会 委員長：村谷晃司  副委員長：保坂光彦 委員：尾崎幸信 

例会場 国分寺市本町３－１１－１２ 多摩信用金庫 国分寺支店３階 

事務局 国分寺市南町３-２０-３ 国分寺ターミナルビル９Ｆ 

 


