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「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「春の移動例会」
Weekly No. 1450は水間副委員長が担当しました。
Weekly No. 1451は宮川委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 阪本会長

先週内容

次週 第1451回 例会予告　平成24年4月2日

Weekly No.1450／ 平成24年3月26日

卓話 「春の交通安全」
  吹田警察署　交通課　課長
  警視　澤池 祥之 様
                            毛利会員ゲスト
今週の歌「それでこそロータリー」

第1450回例会　平成24年3月26日

出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　　客 0名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 86.67％
●2月20日の出席率（メーキャップを含む） 100％

紙谷幹事幹事報告

先週例会を欠席しました。
多くの死者、行方不明者を出した東日本大
震災から丸一年の昨日（11日）全国各地で追
悼行事が行われました。
午後2時46分、サイレンが鳴り黙祷が捧げら
れました。私も自然に手を合わせました。原発、
がれき処理など、多くの大変な問題がありま
すが、被災された方は復興再生を誓っていま
した。
宮城県気仙沼小学校の校舎が津波で大被害
を受けました。その中で卒業する生徒56名の
涙の卒業証書が、校長室の保管金庫に泥だら
けでしたが残っていました。その卒業式が行
われ、テレビを見ている私達に感動を与えま
した。
この時期、地域でも卒業式、入学式が行われ
ます。恵まれた環境の中、生徒諸君はどのよう
に思っているのでしょうか。

識字率向上月間

◦次週3月19日の例会は休会になります。 井伊委員広報委員会
2012年3月～5月の間、広報委員会では、ガ
バナー補佐の皆様が、ラジオ大阪を通じて、
ロータリー活動について、一般の皆様にアピー
ルしております。
今回は、下記の予定でラジオ放送が行われ
ます。皆様、是非、お聴きください！

クリーンデーが、3月1日7時30分から当ロー
タリークラブ主催で、東急イン前で集合し行
いました。
参加者は、東急インから細川さんが参加い
ただき、当クラブからは、紙谷幹事、橋本（徹）
会員、橋本（芳）会員、元田会員、榎原会員、岡
会員、本田会員、清水会員、髙木会員、河邊副
委員長の11名の参加でした。御参加ありがと
うございました。

社会奉仕委員会 木田委員長

◦3月26日㈪はノーマイカーデーとなってお
ります。例会はシャングリラにて行います。
例会場をお間違えないようにお願いします。

番組名：ラジオ大阪「高岡美樹の べっぴんラジオ」
毎週水曜日16:45～17:00頃に放送します。
★「あなたのそばにロータリー」
⑴3月 7日 ㈬ 境  高彦 さん
   （地区代表幹事、大阪城南RC）
⑵3月 14日 ㈬ 二井  清治 さん
   （1組ガバナー補佐、豊中南RC）
⑶3月 21日 ㈬ 矢橋  弘嗣 さん
   （2組ガバナー補佐、千里RC）
⑷3月 28日 ㈬ 三村 雄太郎 さん
   （3組ガバナー補佐、枚方RC）
⑸4月 4日 ㈬ 岡田 耕治 さん
   （4組ガバナー補佐、東大阪東RC）
⑹4月 11日 ㈬ 森 康次 さん
   （5組ガバナー補佐、大阪梅田RC）
⑺4月 18日 ㈬  佐藤 俊一 さん
   （6組ガバナー補佐、大阪鶴見RC）
⑻4月 25日 ㈬ 丹羽 健二 さん
   （7組ガバナー補佐、大阪西南RC）
⑼5月 2日 ㈬ 小島 康秀 さん
   （8組ガバナー補佐、大阪帝塚山RC）
⑽5月 9日 ㈬ 高島 凱夫 さん
   （ガバナーエレクト、大阪中之島RC）
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◆阪本会長
家内の誕生日の記念品有難うございました。
◆本田会員
3月17日より春の彼岸、命の源を訪ねて
みましょう。
◆荻田会員
本日、卓話よろしくお願いします。
◆岡会員
フルマラソンに参加してきました。家内と
同時ゴール無事にできました。感謝。
◆杦本会員
結婚記念日、3.11にお祝いいただきあり
がとうございました。
◆田中（孝）会員
お誕生のお祝いありがとうございました。
◆水間会員
妻の誕生祝いありがとうございました。
◆右松会員
家内の誕生日のお祝いありがとうござい
ました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 24,000円
 累計のニコニコ箱 964,000円

ニコニコ箱 元田副SAA

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの
配偶者控除
　婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用
不動産又は居住用不動産を取得するための金
銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の
ほかに最高2,000万円まで控除（配偶者控除）
できるという特例です。

特例を受けるための要件
⑴夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が
行われたこと
⑵配偶者から贈与された財産が、自分が住む
ための居住用不動産であること又は居住用
不動産を取得するための金銭であること
⑶贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与
により取得した国内の居住用不動産又は贈
与を受けた金銭で取得した国内の居住用不
動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
⑷贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与
税申告書を提出（一定の書面の添付が必要）
すること
（注）配偶者控除は同じ配偶者からの贈与に

ついては一生に一度しか適用を受ける
ことができません。

住宅取得資金の贈与…24年税制改正
（まだ国会で成立していない）

省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住
宅用家屋は基礎控除110万円のほかに最高
1,500万円まで控除
⑴受贈者は原則として日本国内に住所を有し
ていること
⑵受贈者は贈与者の直系卑属（子・孫）である
こと
⑶受贈者は贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上であること
⑷受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額
が2,000万円以下であること
⑸贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅
の新築、若しくは取得又は増改築（家屋だけ
でなく一定の土地の取得が含まれます）を
すること
⑹贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該
住宅に居住すること（一定の場合には緩和
されます）
⑺贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与
税申告書を提出（一定の書面の添付が必要）
すること

新井委員ロータリー財団委員会
本日、梶山会員、村井会員、水間会員、永田
会員より、特別寄付を頂きました。ご協力ありが
とうございました。

2012年3月～5月の間、広報委員会では、ガ
バナー補佐の皆様が、ラジオ大阪を通じて、
ロータリー活動について、一般の皆様にアピー
ルしております。
今回は、下記の予定でラジオ放送が行われ
ます。皆様、是非、お聴きください！

澁谷委員長米山記念奨学会委員会
本日、阪本会長、清水会員、大藤会員より、特別
寄付を頂きました。ご協力ありがとうございました。

卓　　話卓　　話
「私の職業　相続あれこれ」 荻田会員

吹田江坂ロータリークラブとの対抗戦の
日程が決まりました。6月6日㈬です。場所
はまだ未定ですが、予定お願いします。

橋本（芳）会員ゴルフ同好会

番組名：ラジオ大阪「高岡美樹の べっぴんラジオ」
毎週水曜日16:45～17:00頃に放送します。
★「あなたのそばにロータリー」
⑴3月 7日 ㈬ 境  高彦 さん
   （地区代表幹事、大阪城南RC）
⑵3月 14日 ㈬ 二井  清治 さん
   （1組ガバナー補佐、豊中南RC）
⑶3月 21日 ㈬ 矢橋  弘嗣 さん
   （2組ガバナー補佐、千里RC）
⑷3月 28日 ㈬ 三村 雄太郎 さん
   （3組ガバナー補佐、枚方RC）
⑸4月 4日 ㈬ 岡田 耕治 さん
   （4組ガバナー補佐、東大阪東RC）
⑹4月 11日 ㈬ 森 康次 さん
   （5組ガバナー補佐、大阪梅田RC）
⑺4月 18日 ㈬  佐藤 俊一 さん
   （6組ガバナー補佐、大阪鶴見RC）
⑻4月 25日 ㈬ 丹羽 健二 さん
   （7組ガバナー補佐、大阪西南RC）
⑼5月 2日 ㈬ 小島 康秀 さん
   （8組ガバナー補佐、大阪帝塚山RC）
⑽5月 9日 ㈬ 高島 凱夫 さん
   （ガバナーエレクト、大阪中之島RC）


