
　本日は、職業奉仕委員会企画の佛日寺での月見

移動例会です。職業奉仕委員会の皆様、服部会員

には大変お世話になります。

　お月見といえば「十五夜」の「満月」を思い浮

かべます。十五夜とは本来は満月のことですから、

年に12回または13回めぐってきます。中でも旧暦

の8月は1年の中で最も空が澄みわたり月が明るく

美しいとされていたため、平安時代から観月の宴

が開催され、江戸時代から収穫祭として広く親し

まれるようになりました。十五夜は旧暦の8月15

日をさすので、新暦では月遅れの9月15日と思わ

れていることが多いのですが、月の満ち欠けを基

準にした旧暦と、太陽の動きを基準にしている現

在の暦にはズレが生じます。そのため、実際には

毎年9月中旬～10月上旬の間に旧暦の8月15日がや

ってきます。

　本日会員皆様が、大変美しい月をご覧になり、

心安らぐ時間を過ごされることを強く望んでおり

ます。
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 　　場　所　 佛日寺
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　　　　体育の日

       例 会 休 会

　　　

　

   

　

次 

週

　　 　　 10月17日(月)

　『シリアの現状と国際奉仕』

  ヤヒヤ アルマスリ様（2014学年度米山奨学生）

    担当　松室　利幸　会員

　　　

　

①松本進也ガバナーより、公式訪問のお礼状が届

　いております（会長、幹事宛）。

②地区戦略計画委員長より、クラブ戦略計画委員

　会についてのアンケートのお願いが届いており

　ます（会長宛）。

③地区大会の出欠につきまして、事務局にFAXをお

　願いします。

④クールビズを10月31日までとします。

⑤10月29日の移動例会の出欠回覧を致します。

⑥大阪淀川RC、大阪東RC、大阪咲洲RC、大阪中央RC

　および高槻東RCより卓話の依頼が届いておりま

　す（田中地区米山奨学副委員長宛）。

⑦米山豆辞典2016-2017年度版を配布します。

⑧本日例会終了後、細則検討委員会を開催します。

⑨10月17日（月）例会終了後、ふぐ好にて新会員

　歓迎会を行います。

幹　事　報　告

今井　卓哉　会員　昭和37年10月24日

坂田　妙子　会員　昭和38年10月 1日

石田　貴子　会員　昭和40年10月 3日

内村　和美　様　　　　　　10月 4日

岡本　尚子　様　　　　　　10月11日

青井　奈緒　様　　　　　　10月22日

10月のお誕生日



　

委　員　会　等　報　告

①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。

幹　事　報　告

寄附金控除

個人が寄附金を支払った時

1. 所得税
(1) 所得控除
　個人が、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対

し、一定の寄附金を支出した場合には、確定申告をする

ことにより、所得控除を受けることができます。

（寄附金控除）

(2) 税額控除（寄附金特別控除）　　 

　 個人が、下記の寄附金を支出した場合には、確定申告

をすることにより、 寄附金控除に代えて、税額控除を選

択することができます。

【具体例】

「年収500万円で共働き、小学生の子ども2人の世帯」 

　この世帯が、年間に「1万円」「5万円」「10万円」

　寄付したときの 

【所得控除】【税額控除】の効果を表にしてみました。 

  

　■年収500万円の世帯　における、実際の減税額 

　税率10％と仮定

           1万円の寄付   5万円の寄付  10万円の寄付
           

所得控除　 

（寄付金額　　　800円        4,800円    9,800円

－2,000円）      

×10％   

 税額控除　 

（寄付金額　　　3,200円      19,200円   39,200円

－2,000円）     

×４０％  

 

卓　　話 所得控除と税額控除では４倍の差がでることに。

　　 

「なんだ、どう考えても【税額控除】のほうがお得なん

  だね。」 

「どちらかを選べる、なんて必要ないのではないか。」 

  

　とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は 

“高額所得者が、ある程度の以上を寄付したとき”に

【所得控除】を選んだほうが減税額が大きくなる場合が

あるのです。 

　高額の寄付をしたら、他の人より優遇が弱くなった！

などという事態がおきないよう、どちらかを選べる、と

いうシステムがとられています。 

2. 住民税
(1) 税額控除
　個人が、下記の寄附金を支出した場合には、個人住民

税の税額控除を受けることが 

　できます。

＜税額控除の対象となる寄附金＞ 

①都道府県・市区町村に対する寄附金

（ふるさと寄附金） 

②住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対

　する寄附金 

③所得税の控除対象寄附金

（公益社団・財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、

　学校法人、NPO法人等に対する寄附金）のうち、都道府

　県・市区町村が条例で指定する寄附金（国、政党等に

　対する寄附金は対象外）

　

＜税額控除の額＞ 

①都道府県が指定する寄附金　　　　 

②市区町村が指定する寄附金　　　 

③ふるさと寄附金（個人住民税所得割額の10％が限度）

ふるさと納税について

【１】そもそも何のために作られた制度なの？

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医

療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進

学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を

行っています。

　その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生

まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

　そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでく

れた「ふるさと」に、自分の意で、いくらかでも納税でき

　　　「寄付金について ～ ふるさと納税」
　　　                     乾　禎則　会員



　　　　　　　　　　　　
 　

る制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起

から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふ

るさと納税制度です。

【２】ふるさと納税って何？

　「納税」という言葉がついているふるさと納税。　　

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行う

ことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控

除されます。ですが、ふるさと納税では自己負担額の

2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

【３】ふるさと納税をする自治体はどうやって選ぶの？

　ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献

できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶ

ことができる制度」として創設されました。

　自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさ

と納税を行うことができますので、それぞれの自治体が

ホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する

考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援

したい自治体を選んでください。

　特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行っ

た本人が使途を選択できるようになっている自治体もあ

ります。

【４】2015年、ふるさと納税がさらに身近になりました。

　　①自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される

      限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年1月

      1日以降、約2倍に拡充されました

　　②「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設さ

      れました。（確定申告不要）

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場

合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除

を受けられる仕組み特例の申請にはふるさと納税先の自

治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふる

さと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出

する必要があります。

【５】実際にやってみましょう！

　  [１]　準備するもの

　　　　　①昨年の確定申告書、給与所得者の場合は源

            泉徴収票

　　　　　②ご自身のキャッシュカード

　　　　　③パソコン・スマートフォン

　  [２]　アクセスしてください。

   ふるさとチョイス　　http://www.furusato-tax.jp/

 

          

　  [３] 上限額を試算してみましょう。

　　　①　サイト内に還付と控除の目安は？

          を開いて下さい。

　　　②　[１]の確定申告書か源泉徴収票の金額を入力

　　　　　してみてください。

　　　　　数字を入力することで、オレンジの枠がブルー

          ルーの枠に変わる事を確認して進めてください。

　　　③　シミュレーション結果が出てきますので、そ

　　　　　の額が節税額としての上限額となります。

　　　④　続けて税の軽減額の上限が分かったところで、

　　　　　今度は対象年の自治体への合計寄附金額を入

　　　　　力して頂き実際に所得税・住民税がどれだけ

　　　　　減税されるのかを計算します。　　　　　　

      ⑤　チョイス方法で選んでみましょう。

　　      お礼の品・地域・使い道・ランキング　など

　　　　　肉・お米・魚介類などが人気だそうです。

　　　　　ちなみに私も昨年は○○万円しましたがほと

　　　　　んどが肉・カニでした。所得がばれてしまい

　　　　　ますので、いくらしたかは内緒にしておきま

　　　　　す。土地を売ってたくさんの譲渡所得税を支

　　　　　払う方は100万円程度されて、旅行券などを貰

　　　　　われていました。

　　　⑥　仮に100,000円できる人であれば、10万円を1

　　　　　箇所にするよりも、10,000円を10箇所に分け

　　　　　てする方が得だそうです。お礼の品が半分程

　　　　　度ではないかと？

　　　⑦　池田市もやっています。同じ池田市民でふる

　　　　　さと納税をしない人とふるさと納税をする人

　　　　　の差があるとすれば、同じ市民税を払ってい

　　　　　ても、お礼の品が貰える。　税金の使途を指

　　　　　定できるなどのメリットがあります。　

　　　　　寄付をされる方は、いろんな事業から、寄付

　　　　　金の使いみちを指定することができます。

*「寄付金に係る事業を指定しない」を選択した場合は、

条例の規定により、市長が事業の指定を行います。

【６】各市町村メリット・デメリット

　生まれ故郷などを応援した自治体に寄付すると、居住

地の税が軽減される「ふるさと納税。

　震災の被災地支援などの役立つ面もある一方で、自治

体側の寄付獲得が過熱し、寄付の返礼に豪華な品が並ぶ

ケースも。逆に都市部の自治体は、当て込んでいた税収

が失われて悲鳴を上げる。

　制度の今後はどうあるべきなのか？

　（毎日新聞　９月７日　オピニオンより抜粋）

　　　



出　席　報　告

前々々例会　8月27日分のメークアップ

　東浦会員　8月31日　池　田ロータリークラブ例会出席

　石田会員　9月 8日  豊中南ロータリークラブ例会出席

1441 回 1438 回

Ａ 会員数 35 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　6 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 20 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ８４．３８％ ８６．６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2016年9月26日  2016年8月27日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

 5

国際奉仕委員会事業について 

　　　　　　 合 計　18,000円　 累 計　387,000円　　　

10月号推奨記事
P12～13　米山奨学委員会／ロータリー財団
以下の方々・当クラブが掲載されています。

米山功労者として、

藤原会長・田中幹事・松室会員・服部会員

米山功労クラブとして、池田くれはロータリークラブ

ポール・ハリス・フェローとして奥村会員、

マルチプル・ポール・ハリス・フェローとして、

藤原会長・田中幹事・長嶋会員・山内会員

 

藤原　史郎　会長 …

田中　隆弥　幹事 …

岸添　広一副会長 …

松室　利幸　会員 …

乾　　禎則　会員 …

吉井　順子　会員 …

青井　秀浩　会員 …

奥村　雅一　会員 …

今井　卓哉　会員 …

高原　誠一郎会員 …

國司　真相　会員 …

新しい仲間にカンパイ!!

冨田博文さん、奥山裕治さん
入会おめでとうございます。

冨田博文さん、奥山裕治さん
入会おめでとうございます。

ちょっといいことありました。

本日、卓話当番です。

生まれてはじめてインドネシアバ
リ島に。甥の結婚式参加が目的で
した。異文化にふれ楽しい６日間
でした。新会員御二人様心より歓
迎します!!

冨田さん、奥山さん　ようこそ。

冨田さん、奥山さん　よろしく
お願いします。

9/19いけおんにて、サザンを演奏
しました。お越しいただいた皆様
本当にありがとうございました。

奥山さん、冨田さん入会おめでと
うございます。

欠席おわびいたします。

　　　　　

ニ   コ   ニ   コ   報   告

ご入会おめでとうございます。

　大阪アーバンRC尾崎様が、秋のRYLAセミナーの

インフォメーションに来られました。テーマは

「突破力」で、10月8日(土)～10月10日(月・祝)、

奈良県内 明日香地区研修所にて開催されます。

よろしくお願い致します。

10月の結婚記念日

　平成28年7月30日（土）、31日（日）17：00～

22：00、石橋駅前公園にて「市民カーニバル石橋ま

つり」が開催され、引き続き、8月27日（土）14:00

～22:00、池田小学校にて池田市夏の市民まつり

「いけだ・いらっしゃいフェスティバル」が開催さ

れました。各種ステージイベントや池田くれはＲＣ

をはじめ多くの夜店が出て、大変賑わいました。

　池田くれはRCは、能勢酒造株式会社（会員）のサ

イダーと当クラブオリジナル商品「ふくちゃんカス

テラ」の焼きたてを販売いたしました。イメージ

キャラクターふくまるくんを型どったものでありま

す。「何事も丸く収まる世の中になり、皆に福が訪

れるように」と願いを込めて、焼いて販売いたしま

した。行列ができるほどの盛況ぶりで、20時には完

売いたしました。お買い上げのお客さまには、漏れ

なく、池田くれはRCネーム入りのパステル爪切りを

プレゼントいたしました。石橋・池田に出店しての

利益は、RI2660地区の災害復興基金にいたします。

　今回の奉仕に、委員会の枠を超え、準備の段階か

ら献身的にかかわっていただきました多くのロータ

リアンに満腔の謝意を申し上げます。

　　　　　　　社会奉仕委員会　委員長　服部潤承

新会員入会式

　　　　　　　お　詫　び

　週報No.1440において、ニコニコの累計額が

　420,000円となっておりましたが、正しくは

　369,000円です。申し訳ありませんでした。

　　　

新田　耕平・真理子 ご夫妻　昭和51年10月21日

内村　　昭・和　美 ご夫妻　昭和59年10月13日

田中　隆弥・江津子 ご夫妻　平成 1年10月15日

冨田　博文・直　美 ご夫妻　平成 5年10月31日

高原誠一郎・悦　子 ご夫妻　平成 7年10月 8日

今井　卓哉・京　子 ご夫妻　平成10年10月24日 

子安　丈士・みどり ご夫妻　平成15年10月12日

石田　貴子・　繁　 ご夫妻　平成16年10月28日 

ガバナー月信より
冨田博文さん

奥山裕治さん


