
東大阪東ロータリークラブ
会 長：大橋 秀典
幹 事：戸田 尊文
会報資料担当：島 顕侑

HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp
創 立：昭和40（1965）年3月4日 例会場：ホテルセイリュウ 例会：毎週木曜日 12:30～
事務局：〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室

TEL072-985-0189 FAX072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp

今日の例会 2019年11月14日 来週の例会

■ 卓話 「衛星クラブについて」

大阪中央ロータリクラブ

パストガバナー 横山 守雄 様

大阪中央ロータリークラブ直前会長

大阪中央ミレニアルズロータリー衛星クラブ

議長 藤田 定信 様

■ クラブ・フォーラム

■ 今日の歌 「それでこそロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 11月21日（木） 夜間移動例会

於：オ・セイリュウ

東大阪みどりＲＣ・大阪ネクストＲＣ・

東大阪東ＲＣ 3クラブ合同例会

登録開始：午後5時30分～

開会点鐘：午後6時00分

懇親会：午後7時10分

会長の時間 大橋会長（11/７分）

No.2630

例会日：2019年11月14日（木）
（令和元年11月14日）

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合お うよ

それでこそ ローロー ロータリー

R-O-T-A-R-Y

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
One profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

ロータリーソング

奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

日も風も星も

さわやかな朝だ われらはロータリアン

いつもほほえみ いつも元気で

さあ 出掛けよう

日も風も星も ラララ光るよ

われらがロータリー

「 聞 こえるかい 熱い心の高鳴りが 」
夢を世代に受け継いで

今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め

肩組んで 謳おう
われらがロータリー

町に灯 （ と も し び ）を

出会いの挨拶してごらん
並木さら さら葉から葉へ

人にやさしい町の風
ロータリー ロータリー

廻って 守れ 風車になって
地球がきれいな息をする

我らの生業

我等の生業 さまざまなれど
集いて図る 心は一つ
求むるとこ ろは 平和親睦
力むるとこ ろは 向上奉仕
おゝロータリアン 我等の集い

限りなき道ロータリー

奉仕の理想 胸に秘め

友情花と咲かせつつ

生きよう今日も ニコニコ と

一筋の道 ロータリー

限りなき道 ロータリー

4つのテスト
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある

ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自

の職業を高潔なものにすること

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ

て、国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータリーの目的

今日は青少年交換学生のローガン君と米山奨学生のグエンさんが来ています。

ゆっくりしていって下さい。

11月に入り、だんだんとこの会長の時間のネタが切れだしました。

本当にロータリーについて、勉強しなければと痛感しています。

私は今の会長が現在進行形で続いているのに、地区の方では

どうも次年度の青少年交換委員長の仕事がもう廻って来ています。

簡ガバナーエレクトより、次年度の予算、委員会構成、所信表明を

出せと言われて、苦しみながら先日提出しました。

本当に大変ですが、これも自己修練と思い、頑張ります。

また、毎回の話ですが増強の方もよろしくお願いします。

今回の友人紹介例会で一人、入会希望者が出ました。

まだ目標には遠いので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

ロータリー財団月間



委員会報告幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日、例会後クラブ・フォーラム

【2】 11/15（金）東輪会ゴルフコンペ

【3】 11/16（土）第16回寺子屋子ども食堂

【4】 11/21（木）3クラブ合同例会 18：00～

於：オ ・セイリュウ

【5】 11/28（木）例会前11：00～第8回創立55周

年実行委員会 於：事務局

《連絡事項》

【1】 本日例会後、クラブフォーラムを開催致します。

そのままお残り下さいますようお願い致します。

【2】 11/21(木）はオ・セイリュウにて18：00より東

大阪みどりＲＣ、大阪ネクストＲＣとの3クラブ

合同例会です。多数のご参加よろしくお願い

致します。

【3】 11/28（木）は通常例会です。お間違えのな

いようよろしくお願い致します。

出席報告 11月7日

（11/7）の出席者数：33名（3）

ゲスト2名：米山奨学生グェン ミン トゥーさん
青少年交換学生ショウ タン リー君

11/7出席率：63.46%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：60名（免除11名）

10/17 10/24 10/31

HC出席 28(5)名 25(3)名 休会

MU出席 13(1)名 9(1)名

修正出席率 74.55％ 64.15％

相続税改正の「特別寄与料」について

（1）制度の概要

「特別寄与料」は、皆さんの奥様や嫁いだ娘さんや

女性会員が嫁ぎ先の義父母の介護を行っていた

場合に、一定の要件の下、相続人に対して金銭の

支払いを請求することができる制度です。

実子であれば被相続人の介護などを全く行ってい

なかったとしても、相続財産を取得できる一方、例

えば長男の妻などは、どんなに被相続人の介護に

尽くしても相続人ではないため相続財産が分配さ

れません。

そこで、介護などの貢献に報いることができ実質

的な公平が図られるよう、特別寄与料が設けられ

ました。この制度は、令和元年7月1日からスタート

しました。

（2）特別寄与料に係る税法上の取り扱い

特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の

額が確定した場合には、特別寄与者が、その特別

寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈

により取得したものとされ、相続税の課税対象とな

ります。

そして、実際に特別寄与料を支払う相続人の相

続税の課税価格からは、特別寄与料の額は控除

されます。

また、相続税の申告は被相続人が死亡したこと

を知った日の翌日から10カ月以内に行いますが、

特別寄与料の額が確定したことにより新たに相続

税の申告義務が生じた場合は、その「事由が生じ

たことを知った日」から10カ月以内に相続税の申

告書を提出します。

ロータリー財団委員会
芳田委員長

会員コラム 勝山 巖

この度、水上会員にマルチプル3回目に御協力いた

だきました。また、山村会員、戸田会員にご協力い

ただきました。有難うございました。11月のロータ

リーレートは108円です。引き続き皆様のご協力を

よろしくお願い致します。

2018～2019年度青少年交換来日学生

リザ・メネトリエさんよりメッセージ

ロータリーのプレゼント見てとても嬉しいです！

ロータリーのメンバーに感謝しています！

みんなさんのメッセージ読むと日本の楽しい生活

が思い出してる！すべてのこと忘れないです！

ありがとうございました

Merci Beaucoup

侑才 踏むたびに音の弾ける木の実かな

太 木の実落つ月が砕ける水面かな

精一 ベランダで楽しむ宴は紅葉(もみじ)狩り

春正 ベランダは白亜洋館柿干せり

2019年10月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

邦夫 死に場所を得しかかげろう雨の中

安徳 仏像の彫る手止まりぬ秋夜長

洋子 大極殿出でて色なき風に会ふ

尊春 秋遍路流るる雲と歩みけり

靖明 山上の砲台跡に秋の風

正信 鳰(にほどり)の池に五羽浮く離宮かな


