国際ロータリー
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2020 年（令和 2 年）2 月 19 日（水）第 29 回例会（通算 2869 回）
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今週の御嶽の紹介

真謝御嶽（マジャオン）白保

「真謝御嶽」は、白保集落の豊年祭・オン（御嶽）プールの行なわれる４ｹ所の御嶽の一つです。

「真謝御嶽」は、明和の津波のあと白保に赴任した馬真謝（真謝井戸を掘らせた人）が祀られているという言
い伝えがあります。しかしながら、古文書によると真謝御嶽や真謝井戸は、明和の大津波よりもずっと以前か
らあるとのことで、この説はどうも間違いのようです。
「真謝御嶽」遠景

「真謝御嶽」拝殿
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3/11（水）移動例会/ANA コックピット見学会
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例会日 水曜日 12：30～13：30
例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311
事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4
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2 月 5 日水）第 27 回（通算 2867 回）例会記録
」
◇◆◇会長挨拶：橋本

孝来◇◆◇

「会員卓話：前原 博一 氏

◇◆◇会員からの報告◇◆◇
大城文博氏：皆さん、こんにちは。2/1 から千葉ロッテマ
リーンズが石垣島でキャンプを始めて 13 年目のキャンプ
インのシーズンに入りました。最初は地域あげていろんな
企画もありましたが、最近は中だるみもあってキャンップ
は他に行くんじゃないかとか、四国とかから球団の方にア
プローチしたりとかしているようですので、石垣島みんな

GOVERNOR‘s Monthly Letter に石垣 RC の事が書いて

で盛り上げて来年以降も続いていけるようにしたいと思

あります。12/4 公式訪問の時に新本ガバナーが仰ってい

っております。毎年、石垣ＲＣの皆さんにはファンクラブ

ましたが、必ずしも例会に来られなくても、メークアップ

に入って頂いてご協力して頂いています。テーブルに会員

に行けなくても、公益性の高い事をした場合、それをメー

申込書を置いてあります。ご協力して頂ける方がいらっし

クアップとして、クラブで認めていくという方法もあんだ

ゃいましたら、例会終わった後に受付を開始いたしますの

よというお話をされていました。そういう事も書かれてい

で、どうぞよろしくお願いします。会員になりましたら、

ますので、ぜひお読みになってみてください。ロータリー

毎年更新してその年の石垣島にしかない記念Ｔシャツを

の友 2 月号が手元にございます。P11～12 ページにかけ

プレゼントいたします。2/8、9 日台湾との交流戦がありま

て石垣ＲＣの事が紹介されています。大城さんのカマボコ

す。2/9 の 10 時に、会員を対象に抽選会があります。東

やミンサーの写真、そしてイベントの写真もいいものを選

京往復航空券、宿泊、観戦も含めてのペア券を 2 組、選手

んで頂いて、いい記事になっていますので、ぜひ永久保存

のバッグやブローグなど沢山ご用意しております。皆さん

版として手元に置いてください

で千葉ロッテのキャンプを盛り上げていきましょう。

◇◆◇幹事報告：大田

次男◇◆◇

大浜勇人氏：地区大会の前日 2/11 に、パレット久茂地の

日台親善会議の記念冊子の広告をカラーで石垣ＲＣのバ

前で 12 時からイベントをしております。いろんな企画が

ナーと素材の英字表記で校了いたしました。ロータリー財

ございますので、お時間のある方はぜひお越しください。

団の寄付実績が届いていますので、ご覧になりたい方は事
務局までお願いします。今月は「平和構築と紛争解決月間」
です。それに関する資料が届いていますので、ぜひご覧に
なってください。本日、第 8 回理事会が開催されました。
例会プログラムについて。本日は、前原会員の卓話、2/12

◇◆◇会員卓話：前原 博一 氏◇◆◇
前原博一税理士事務所

税理士

◆テーマ◆
「ちょっと注意する贈与」
と「株式投資の入門」

地区大会振替休会、2/19 則竹秀南老師氏のゲスト卓話、

皆さん、こんにちは。9 月頃に消費税の制度が変わるとい

3/11 は移動例会でコックピット見学会、3/25 は宮古島 RC

う事で「軽減税率」についての卓話をさせて頂きました。

との夜間例会、翌日の 3/26（木）も移動例会でクルーズ船

プログラム委員長から是非消費税に関しての続きのお願

の見学を予定しております。ただ、クルーズ船については、

いがありましたが、今回は「注意する贈与」と「株式投資」

諸般の事情で見学が出来なくなるという事もあります。

について 2 本立てでお話ししたいと思います。今の事務

2/13（水）地区大会コンベンションセンターでありますが、

所を立ち上げて 10 年目になり、事業は安定してきていま

移動に関しては自己解決といたします。13 時登録開始に

すが、別の方法での収入源がないかと考えていました。株

なりますので、その時間に間に合わせてお越しください。

式に関して、税金の計算はしていますが、実際、株式投資

また、当日の本会議終了後に懇親会が 18：45～あります

はど素人で経験がありませんでした。株式投資を勉強する

が、20 時には会場を出て、那覇市松山に移動し、東京上

と、私にとって魅力的でしたのでぜひお話ししたいと思い

野ＲＣとの懇親会を予定しております。費用は一人 5 千

ました。まず初めに贈与からお話しします。贈与というの

円で会場は貸切です。総勢 30 名くらいになると思います

は、親から財産をもらうことを一般的に贈与と言います。

ので、是非皆さん参加をお願いいたします。そろそろ私達

贈与というと財産を貰うというイメージかも知れません

のクラブも 60 周年を迎えるという事で、今後、夜間例会

が、贈与に関しては、財産を与える人が財産をあげます、

等ある時にＢＯＸを持参いたします。目的は 60 周年記念

そして財産を貰う人が財産を貰いますという意思確認が

行事等に要する費用をこのＢＯＸで回収したいと思って

あって始めて贈与契約となります。よく、税務調査でこの

おります。60 周年にいく費用でニコニコとは別になりま

贈与契約が成立していたかどうかが問題になることがあ

す。毎回ではなく、時々ですので、皆さんのご協力をよろ

ります。贈与契約が成立して税金が発生するものなのか。

しくお願いいたします。

又は贈与契約で贈与税は時効なのか。贈与をすると贈与税

がかかります。暦年の 1/1 から 12/31 までの間に貰った財

自営業で奥さんが専業主婦の場合、旦那さんの通帳残高よ

産を基に、贈与税を計算していきます。申告は贈与を受け

り奥さんの通帳残高が大きくなっている場合があります。

た年の 2/1～3/15 の間に申告・納付というような流れにな

旦那さんの収入を生活費として、奥さんに渡して生活して

っています。計算方法は、大きく二つあります。一つ目に

いる分には問題ありませんが、例えば実際毎月 20 万円の

は暦年課税、一年につき 110 万円までは税金が発生しま

生活費に対して 100 万円の生活費として渡していると、

せん。もう一つには、相続時精算課税で 60 歳以上の親か

奥さんの通帳は増えていきますので、口座の名義は奥さん

ら、二十歳以上の子供、孫まで、2500 万円の基礎控除が

で変わっていますけれども、旦那さんの名義預金として考

ありその金額を超えると贈与税が発生いたします。この相

えます。また不動産の名義変更をすると、よく税務署の方

続時精算課税については、最大 2500 万円までは税金をか

からお尋ねがくることがあります。不動産を購入できる財

けずに贈与を受けることができる特例です。暦年課税の場

源をどこから持ってきたのか？例えば若い方が不動産を

合一年間に仮に 100 万円を貰った場合には、110 万円以下

購入した場合、どういった形でこの不動産を購入しました

になりますので、贈与税は発生いたしません。一年間で贈

かの確認です。お金を借りて不動産を取得したのか、又は

与を受けた財産の合計をして、その金額から 110 万円の

贈与なのかですので十分注意が必要です。次に話しを変え

基礎控除を差し引きますが、その基礎控除額控除後の金額

て株式投資の入門についてのお話しに移ります。基本的に

が 200 万円以下であれば 10％の税率です。この表には二

は株式を購入する目的は「投資」と「トレード」と大きく

つありますが一般的な贈与の計算と、20 歳以上の子、孫

二つに分かれます。株式はもちろん安く買って高くで売れ

への直系専属からの贈与は、若干税率が低くなっています。 ば利益が出てきます。その株式を購入した時に、どういう
例をあげますと、現金 150 万円の贈与→150 万円-110 万

目的で購入したのかは継続的に利益を上げ続けるために

円の基礎控除＝40 万円→40 万円×10％＝4 万円の贈与税

は、重要になってきます。株式投資「企業の価値や将来の

です。贈与をした時に税務署が一つ一つ通帳を確認してい

成長を見込んで投資すること」これは一般的な考え方です。

るかというと？それは困難と思われます。ただ、相続が発

新しいあまり名前が知られていない企業だけど、将来の可

生した場合、親族の通帳も含めて約 10 年間の取り引き内

能性を見込んで株価が安い時に株を購入して、長期的に保

容を確認することがあります。そこで通帳 10 年分を確認

有し株価が上がった時点で売却する。これは投資です。無

して、その出金と同じ近い日に誰かの口座にいっていない

名の会社でも将来性を見込んでいれば、株式は上がってい

かというのを確認すると現金が動いたというのが分かり

く可能性がありますので、大きな利益を獲得することが出

ます。その時に贈与契約での贈与なのかお金を貸したの

来ます。一般的な投資は時間がかかります。反対に「トレ

か？贈与が成立していなければ、相続財産に加算されます。 ード」は、同じ株式ですが、日々の株の価格（動き）を見
父が子供にお金を貸せた貸付金という財産です。始めに説

ます。よく新聞等で見ますが、チャートというグラフがあ

明した、贈与が成立したのかどうなのかは、証明する事が

り、日々株価は変動していきますが、このグラフを見て利

必要になります。お金を出世払いで貸せましたというのも

益を獲得する方法です。こちらは有名な企業、短期間な株

あることもよくあると思いますが、親族間の金銭貸借にお

価の変動で利益を獲得する点が投資と大きな違います。株

いては借用書、契約書などを準備した方がいいです。なか

式を投資する時に、企業の将来を見込んで投資するのが株

なか親族間では契約書を作るのは抵抗があるという方も

式投資、一度この企業を見込んだ株式を買うと、1 年から

いますが、金額が百万から数千万円の場合は、贈与をする

3 年もしくはそれ以上の期間、その株式は保有し続けたま

のであれば、先程の贈与税の暦年課税か相続時精算課税を

まです。一方、トレードというのは、株式投資と違って、

使って贈与税の計算したほうがいいです。ただ、あげたの

ずっと株式を持っておくのではなくて、あくまでもこの株

かどうなのか分からない場合は、それを明確にするために、 式の価格変動によって利益を得ていきます。常にチャート
もちろん契約書を作って貸付の形式をとったとしても、そ

を見て売買をしますので、短期間で決着します。「株式投

の子に返済能力があるか？返済財源があるかというのも

資」は将来を見込んでの投資ですので分析する投資先が良

重要です。返済が確実に実行されているか、返済されなけ

いのか悪いのか会社の決算書や組織、戦略、ビジョンを分

れば贈与になることもありますので返済の実績を預金口

析します。「トレード」の場合は、短期的な株価の変動で

座等で行います。現金で手渡したという事もあると思いま

利益を得る為株価のみに注目をしてチャートを分析しま

すが、出来れば預金同士で返済の記録を残していた方が問

す。両者の分析方法は異なります。それではもう時間がき

題ないかと思います。また名義預金や不動産の名義変更も

ましたのでまた株式の勉強をして皆さんにお伝え出来た

注意が必要です。名義預金というのは、例えば旦那さんが

らと思います。ご清聴ありがとうございました。

伊盛米俊氏 18 日（火） 吉田貴紀氏 18 日（火） 佐久本達氏 23 日（日） 金城力氏 24 日（月）

～例会風景～

本日のニコニコ
✩橋本 孝来氏：ボトリング会社の協力を得て福祉自動販売機 2 台をかりゆし病院と聖紫花の杜に設置できました。
大城さん、帽子ありがとうございます。千葉ロッテ頑張れ！
☆宮良 榮子氏：ばすきなよおで 4 名の方のカジマヤー祝をさせて頂きました。感謝！！前原さん卓話ありがとうございます。
✩森田 安高氏：今日もよろしくお願いします。
✩今西 敦之氏：東上里会員、先日はありがとうございました。
◆BOX￥5,000 （累計￥198,700） ◆コイン￥3,026 （累計￥56,212）

合計 ￥254,912

～地区大会風景～
2020 年 2 月 13 日（木）於：宜野湾コンベンションセンター

25 名の会員が参加いたしました。

沖縄分区女性会員の紹介

本会議：国際ロータリー会長代理 千玄室様の特別講演

東京上野ＲＣの皆様との懇親会、大いに盛り上がり楽しい時間を過ごしました♪

