本日の卓話 K&I 税理士法人 久峨正義様「特例事業承継税制」より

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２２回例会記録（通算第 2832 回）
令和２年（2020）年１月２７日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」

会長報告（坂本研一君）
皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。
本日の来訪者は久峨正義様、卓話者は久峨正義様と久峨章義会員
です。後ほどよろしくお願いいたします。

来訪者紹介
久峨正義様
（K＆I 税理士法人 久峨税理士事務所）

先週はプログラムが混んでいて準備していたものを言えません
でした。1月の別名「睦月」には家族や親しい人と仲良く睦み合う
という意味が込められているそうです。ご多用な毎日の中で、な
おざりにしていた心の触れ合いや懐かしい思い出話に花が咲く憩

今日の例会

いのひと時。ゆったりと流れる時間の中ではきっと普段言えない

1 今日の歌

ようなことも改めて伝えられる気がします。みんなと睦み合いま

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 野口泰則君

しょう！
さて、1/22 は熊本市域 RC 会長幹事会でした。どこもホテルの値
上げに対し、会費の値上げをする、しないの話題でした。またメ

今月・来月の行事
2/15
地区チーム研修セミナー＠熊本学園大学
2/29-3/1 会長エレクト研修セミナー
＠ホテルキャッスル
3/6
日台ロータリー親善会議
＠ホテルニューオータニ博多

ーキャップについても同様で、前後 2 週間もあり前後１ヶ月もあ
りというふうでした。
また、3/6 は益城町の子ども達にお菓子でもてなす「製菓リレー」
なるものを岡山南 RC と熊本りんどう RC 合同で行われます。これ
は西川会員も関わっていて熊本南 RC も協賛しています。お子様連

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

連れで遊びに行かれてください。

○西 RC～定款に基づき休会

皆さん出張も多いかと思います。私も先週は沖縄でし

[日

程] 2月18日（火）12：30～

た。新幹線、飛行機等必ずマスク着用をお願いします。

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

なぜ？と思われるかも知れませんが、うちの事務局のメ

[変更前] 2 月 19 日（水）12：30～

ールにも不具合が出ており、今朝も変なメールが入って

[変更後] 2 月 19 日（水）18：30～

おりました。お身体、PC ともにウイルスにご注意くださ

[場

い。

○りんどう RC～合同例会のため時間変更

以上、第 22 回目の会長報告とさせていただきます。

所] 瑞恵

[変更前] 2 月 20 日（木）13：00～
[変更後] 2 月 20 日（木）14：00～

幹事報告（北口 誠君）

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 2 月 26 日（水）18：30～

[場

所] 未定

出席報告（田中靖昭君）
1.姫路南 RC より12月週報が届いております。

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６５名

４９名

75.56％

８２．２６％

2.本日配布の2月例会出欠アンケートにも記載されてお
りますとおり、2/10（月）例会は「第3回クラブ協議
会例会」18：30～に変更いたします。通常時間（12：

出席規定適用免除者

1名

欠席記録免除者 1名

30～）はございません。ご注意ください。
名誉会員

０名（会員数には含まれません）

例会変更のお知らせ
○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更

新入会員自己紹介 2 回目（徳永隆正君）

[変更前] 2 月 4 日（火）12：30～
[変更後] 2 月 9 日（日）15：00～
[場

所] 熊本城稲荷神社

○西南 RC～江南 RC 創立50周年記念式典に振替のため日
程場所変更
[変更前] 2 月 6 日（木）12：30～

皆さま、こんにちは。当社は「うなぎのとくなが」と

[変更後] 2 月 8 日（土）16：30～

う店舗を持っておりますが、実はひらがなの“とくなが”

[場

所] ザ・ニューホテル熊本

と漢字の“徳永”がございます。私はひらがなの“とく

○西稜 RC～定款に基づき休会

なが”のほうです。中の瀬本店、近見店、託麻店がござ

[日

程] 2 月 20 日（月）18：30～

います。熊本地震の際、本店と託麻店が大規模半壊とな

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

りましたが、翌年 7 月の丑の日の前に 2 店舗とも営業を

[日

再開することができました。多くのロータリアンの方々

程] 2月12日（水）12：30～

○江南 RC～創立50周年記念式典に振替のため日程変更

の友情で立ち上がることができました。心から感謝して

[変更前] 2 月 12 日（水）18：30～

おります。昨年 5 月に元号が令和となり、また私が 70

[変更後] 2 月 8 日（土）16：30～

歳になったことを機に有限会社とくながの 5 代目社長に

○菊南 RC～定款に基づき休会

長男が就任し、私は会長となりました。長男は京都南禅

[日

寺の瓢亭でずっと可愛がっていただいております。また、

程] 2月12日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

料理店の若手経営者の集まりである全国芽生会の役員

[日

程] 2月13日（木）13：00～

もやっていますので、勉強しながら本店の料理長もして

○中央 RC～定款に基づき休会

おります。芽生会については次の機会にお話ししたいと

[日

思います。

程] 2月14日（金）18：30～
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新入会員自己紹介 2 回目（澤田貴宏君）

○後藤

博君・西川尚希君・林田公治君・德永隆正君

本日の卓話者 久峨正義先生のご来訪を歓迎しスマイ
ルします。卓話楽しみにしています。また、德永隆正
会員、澤田貴宏会員の入会を歓迎いたします。
○徳永隆正君
新入会員 2 回目の出席です。よろしくお願いします。
○寿崎

皆さま、こんにちは。私は 1973 年生まれで大阪八尾

肇君

この年になって例会に出席させていただけるのは熊

市の出身です。八尾市は歴史的には古いところで、飛鳥

本南 RC の方々の激励あってのことです。6 月の国際大

時代には一帯は物部氏の勢力圏下にあり、その武具を製

会に出席し報告書を皆さまに差し上げたいと思って

造する集団が居たとされています。また、戦国時代から

います。足腰を強くする方法があればご教示賜りたい。

江戸時代初期にかけて、たびたび合戦が繰り広げられる

本日は 1 時から会議がありますので早退いたします。

場所で時の権力に対抗する勢力の拠点であり、大坂夏の

○西川尚希君

陣においては序盤の激戦地とされています。産業は綿糸

Ⅹ

1/26 タイマスターズ 2020 のバドミントンの大会で山

生産が盛んでしたが時代の流れで急速に衰えていき、そ

口

の後は綿を生産していた農家や工場がブラシ生産に活

茜選手が優勝しました。年末から少しずつ調子を

上げています。応援よろしくお願いします。

路を見出し、現在、全国の歯ブラシの 4 割は八尾市で生

○松茂信吾君

産されています。また、学生時代は剣道をしておりまし

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

た。九州は剣道が盛んで剣豪が多い印象です。

●会員卓話（坂本幸樹君）
委員会報告

「特例事業承継税制について」

●RAC委員会（井上雅文君）

久峨正義様・久峨章義君

皆さま、こんにちは。RAC委員会より熊本南RAC2月
例会のご案内です。2/6（木）19：00～西部ガス様に
て通常例会、2/20（木）例会は瀧ガバナーにもご参加
いただき開催されます。今年度、坂本会長が“ヨコの
繋がり”“タテの繋がり”を会長方針として掲げてお
られますので、ぜひ多数の方にご参加いただければと
思います。よろしくお願いいたします。
●スマイルボックス（告坂和紀君）
○坂本研一君・漆島典和君・北口

誠君・三角雄介君

河津延雄君・坂本幸樹君
本日の卓話者 久峨正義様、久峨章義会員に心から感
謝します。
○野口泰則君

Ⅱ

今日の卓話は熊本南 RC のドン、久峨章義パスト会長
です。昨日は考えると眠れませんでした。祝福のスマ
イルをさせていただきます。ドンらしい素晴らしいお
話を期待しています。
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◆1/22（水）第 2 回熊本市域 RC 会長・幹事会
＠ザ・ニューホテル熊本

◆1/23（木）熊本南 RAC 例会

1 月 23 日（木）熊本南 RAC1 月第 2 回例会が開催され
ました。メインプログラムでは宮本会員（久峨税理士
事務所）によるダイエット講習でした。ダイエットの
語源など歴史の解説の後、顔ダイエットの実践を参加
者全員で取り組みました。

【例会予定】
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2/10

クラブ協議会③

2/17

米山奨学生卓話 ヒラス トゥメガス マナル君

2/24

祝日のため休会

3/2

寿崎奨学会委員会報告 寿崎奨学生

3/9

調整中

3/16

井口由美子様（井口行政書士事務所）

3/23

調整中

3/30

定款に基づき休会

