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光明学園相模原高等学校

達

伊倉
所得税法でいう所得とは、どのようなもので
しょうか。
所得税法上の所得とは、所得の生ずる原因と

正光

なお、これらの所得は、経済的利得の発生形
態によって課税の対象とならないものと、課税
の対象になるものに分けられ、課税の対象にな

か態様を限定せず、個人が得た経済的利得（社

るものは、更に所得の内容によって 10 種類に区

会通念上の判断によります。）のすべてをいい

分され、その区分された所得ごとに所得金額を

ます。すなわち、会社等に務めて得た給与、商

計算することとされています。

売をして得た利益、財産を投資して得た配当や

＜所得の種類＞

利子、財産を貸したり、売ったりしたことによ

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、

る利益などさまざまな経済的利得や債務免除

給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、

益など借入金の減少又は消滅も所得税法上の

一時所得、雑所得

所得となるわけです。
また各種所得の金額の計算上、収入金額とす

＜非課税所得＞
〇所得税法の規定により非課税とされるもの

べき金額は、その収入の基因となった行為が適

・子供銀行の預貯金の利子

法であるかどうかを問わないとされています。

・傷病賜金、遺族恩給、遺族年金等

・給与所得者の旅費

・肉用牛の売却による農業所得

・非常勤役員の出勤費用

・特定の事業から生ずる所得に対しては、政策的

・給与所得者の通勤手当

な見地から所得税が免除されます。免税所得は

・給与所得者の職務上必要な現物給与等

非課税所得と異なり、免税の適用を受けるため

・国外勤務者の在外手当

の手続き（確定申告書への所定事項の記載）を

・生活用動産の譲渡による所得

しなければならない。

・強制換価手続きによる資産の譲渡による所得

会長の時間

・皇室の内廷費及び皇族費
・文化功労者年金
学術奨励金等（日本学士院賞、日本芸術院賞、

直前会長
小崎会長が欠席されま

ノーベル賞として交付される金品、国際数学連

したので、会長代理とし

合からフィールズ賞として交付される金品等）

て「会長の時間」を務め

・オリンピック、パラリンピックにおける成績優
秀者に交付される金品

させて頂きます。今年度
の方針・実施計画の中で

・学資金

特筆すべき事項の一つに

・相続又は個人からの贈与による所得

純増 10 名という会員維持

・身体の障害に基因して支払いを受けるもの並び

・増強目標があります。

に心身に加えられた損害について支払いを受

ここ数年間、会員減少

ける慰謝料その他の損害賠償金

田後 隆二

に歯止めがかからない現状をよそに 10 名も増や

・葬祭料、香典等

そうというのですから、かなり思い切った目標値

・労働基準法による遺族補償

を掲げたものだと感じています。実現することを

〇租税特別措置法の規定により非課税とされる

期待していますが、ご参考までに前年度、私が感

もの
・児童手当法による児童手当の支給を受ける者に
対して市町村から給付される一定の給付金

じたことを率直にお話ししておこうと思います。
昨年 8 月 17 日に「新入会員の会費免除にかか
るアンケート」を実施しました。アンケート結果

（子育て世帯臨時特例給付金）

によれば、反対の会員は 19％でしたので、正規の

・臨時福祉給付金の支給対象者のうち一定の者に

手続きを踏んで細則改正案を例会に諮ったところ、

対して市町村から給付される一定の給付金

3 分の 2 以上の賛成には 1 票足らず承認されませ

（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

んでした。その結果についてどうこう言うつもり

・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受

はありませんが、議論の中で、提案者である私に

ける者に対して給付される一定の給付金
〇新型コロナ特例法の規定により非課税とされ
るもの

対する個人攻撃と受け取れるような発言が繰り返
されました。
今日初めて打ち明けますが、私はそこで退会を

・いわゆる 10 万円の特別定額給付金

決意しました。しかし、会長在任中に退会しては、

〇その他の法律の規定により非課税とされるもの

皆さんにご迷惑をおかけすると思い、任期満了の

・オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給

今年 6 月末日をもって退会することにしていまし

付金の支給に関する法律
・高等学校就学支援金の支給に関する法律により
支給を受ける就学支援金

た。地区財団委員会の要職もお役御免となる予定
でしたので、ちょうど良い時期でした。
そのような心理状態で、会員増強に力が入るわ

・雇用保険の失業等給付

けがありません。新しい人を誘う気にもなりませ

・当せん金付証票の当せん金品

んし、もし誘ったとしても自分はすぐに辞めてい

〇免税所得

くのでは、この上なく不誠実ですから。↗

会員増強・維持は、新たな会員候補者に声を掛
けなければ始まりませんが、私が申し上げたいの

●田後会長代理、大井幹事

は、現在会員の皆さんがこのクラブで嫌な思いを

①朱さん、本日は暑い中、ようこそ。

して退会を考えるようでは、うまくいかないだろ

②本日の卓話、伊倉会員よろしくお願い致します。

うということです。ロータリークラブは和気あい

③8 月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

あいとした楽しい集まりであって欲しいと私は

④もうすぐお盆休みでしょうか。ご安全にお過ご

思います。

し下さい。

＜米山奨学生 朱さんより近況報告＞
個人的なことですが、

●伊倉 正光会員
①会員誕生日祝をして頂き、ありがとうございます。

先週、初めて岩手県に

②本日は「所得の話」というテーマで卓話をさせ

旅行に行き、盛岡では

て頂きます。よろしくお願い致します。

“さんさ踊り”に参加

●田後 隆二会員

しました。岩手県は特

誕生日祝をいただき、ありがとうございます。

に何もないけれど、自

満６０才になります。

然が多く、冷麺が美味

●田所 毅会員

しいかったです。東北

①誕生日祝を戴き、ありがとうございます。健康

は涼しいと思いました

に気をつけて、医者と仲良くしたいと思います。

が暑くて、皆さんも熱中症に気をつけて下さい。

＜委員会報告＞

（要約にて掲載）

〇親睦活動委員会

諸隈委員長

②伊倉さん、卓話よろしくお願いします。
●櫻内 康裕会員
①お祝の皆さん、おめでとうございます。

本日から、くじを用意しました。各自引いたく

また、誕生日祝ありがとうございます。

じのテーブルにお座り頂き、1 カ月間、同じテー

②卓話の伊倉会員、宜しくお願いします。

ブル席となりますので、忘れないよう、テーブル

●中里 和男会員

席にある紙にお名前をご記入下さい。

①伊倉さん、所得の話、楽しみです。

〇米山奨学委員会

②本日、誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

早川地区米山副委員長

コロナ禍において、400 万円の寄付金の減少が、
前年度集計では、200 万円程の回復という良い結
果となりました。また来年の 8 月には、米山の国

●阿部 毅会員
①本日の卓話、伊倉会員の解り易いお話を楽しみ
にしております。

際大会がつくば市にて、開催される為の準備を進

②誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

めております。

●竹田 繁会員

＜理事会報告＞（要約にて＞

①伊倉会員、所得の話、楽しみにしています。

〇月 1 回の夜間例会は、来月より第４週目に実施。

②誕生日祝の皆様、おめでとうございます。

〇会員増強委員会と全会員の名刺を作成する。作成

●冣住 悦子会員

予算は４５周年の残金で充当する。
〇地区補助金事業へのクラブ拠出金として、１０万円
を奉仕会計より地区補助金口座に入金する。
〇エンドポリオナウ募金は他クラブとの合同で検討。
ポリオ卓話は、１１月８日例会で依頼する。
〇千曲川ＲＣより、１０月１２日（水）「白駒の池 散策」
親睦合同例会の提案は、９月理事会で再検討。
〇９月２０日ガバナー公式訪問時、ガバナーへ話して
頂きたい内容については、会長・幹事に一任する。
〇年会費分納制度の提案は細則改正委員会で検討。

①8 月の誕生日祝の皆様、おめでとうございます。
②伊倉さん、卓話よろしくお願いします。
③横江さん、暑い中、応援頑張って下さい。
●横溝 志華会員
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。
②伊倉会員、卓話を宜しくお願い致します。
●阪西 貴子会員
①8 月お誕生日祝の皆様、おめでとうございます。
②伊倉さん、本日の卓話よろしくお願い致します。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会ハイ
ブリット変更のお知らせ
先日ご案内の 8 月 21 日（日）セミナーは対面
と Zoom のハイブリット開催に変更します。
どちらでご出席か、返事をお願い致します。
②危機管理セミナー開催のご案内
今回は「ロータリーの危機管理」についての
講演となります。日時：9 月 3 日（土）14:00
～16:10 場所：
「藤沢商工会議所」登録締切

・甲斐 美利会員 ８月 ５日 ・田後 隆二会員 ８月２６日

8 月 24 日

・田所 毅会員 8 月 18 日 ・佐々木敏尚会員 8 月 27 日
・伊倉 正光会員 8 月 23 日 ・櫻内 康裕会員 8 月 30 日

③ロータリー財団月間（11 月）卓話依頼の件
例年通り、卓話依頼を受付けます。財団学友を
希望する場合は必ず期日までに、申込下さい。
申込締切日：9 月 30 日

＜例会プログラム＞
８月２３日「クラブフューチャービジョン」
担当：小崎会長

日本でもコロナ感染者
が増えていますが、私は

３０日卓話 櫻内 康裕会員

毎年、台湾に１～2 回行

＜例会記録＞

っていたので、状況が気

点 鐘

１２：３０

になり調べてみました。

会 場

中国名采「敦煌」

斉 唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

万人程、最近は２～３万

司 会

冣住 悦子ＳＡＡ

人ですが、日本との人口

台湾では多い時は１０

ソングリーダー 諸隈 武会員

比率でいけば、かなりの

ゲスト

感染者になり、しばらくは行けそうにありません。

朱 奕琳さん（米山奨学生）

先日、川合会員が趣味の切手とコインの話をされて

＜出席報告＞

いましたが、私の場合は写真です。８０才になり、写真
会

員

出席（出席対象 18 名）

事前メイク者

２５名

（Zoom3 名）２０名

０名

めましたが、写真を見ながら、また旅をしていて、卓話

欠席者

本日の出席率

修正出席率(7/26)

でお話したいと思っています。サロンの方も再開でき

1名

９５．２４％

９０．９１％

たら、各施設に行きたいと思っています。（概要にて）

●例会場 中国名采「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

が３万枚程あって、妻に整理するよう言われ片付け始

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡
委員：川合 貞義、竹田
繁、黛
阿部
毅、早川 正彦

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

淳
裕治

