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■国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 渡邊良勝会員
■今月の歌「赤とんぼ」
■お客様紹介 会長 本田 誠
東京日野RC会員 衆議院議院 小田原 潔様で
す。卓話をお願いしました。よろしくお願いします。
■出席報告 出席委員会 早川忠男委員長
報告内容後記
■ニコニコ報告 親睦委員会 朝倉邦雄委員長
ニコニコメッセージ後記
■会長報告 会長 本田 誠
ガバナー補佐来訪、ガバナー公式訪問と9月は多忙
でした。舟木ガバナーより卓話のCDが届きました。
送付状においしい食事、楽しい例会で今後の運営
に生かしてゆきたい。と記されてます。
1.例会前理事会が開催されました。内容は幹事より
報告します。
●One Point職業奉仕
「死亡した父親の医療費」について
Ａ.父親は入院加療中に死亡、父親死亡後に入院加
療期間の医療費を請求された。この医療費は、相続
人の長男が支払いましたが、被相続人である父親の
医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人の
長男の医療費控除の対象になりますか。
Q.父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が
生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の
対象となります。その年の医療費控除の対象となる
の医療費の金額は、その年中に実際に支払われた
金額に限られ、未払いの医療費は現実に支払われ
るまで医療費控除の対象となりません。このため、
被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ
相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が
支払ったことにはならないので、被相続人の準確定
申告上、医療費控除の対象にすることはできませ
ん。一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費
は、医療費を支出すべき由が生じた時又は現実に医
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通常例会 於：高幡不動尊客殿

療費を支払った時の現況において自己と生計を一
にする親族に係る医療費をいうこととされていま
す。したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき
事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基
となった治療費等を被相続人である父親が受けた
時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれ
ば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除
の対象となります。扶養関係は問わない(家族全員
の医療費の領収証の保管が大事）★詳細は国税庁
のホームページで参照。
■幹事報告 幹事 小髙俊明
例会前の理事会決議・協議事項とご案内などを報
告します。
1.理事会報告
a.復興支援補助金で贈る物品、当初11/7〜8東松島
に届ける予定でしたが、11/13〜14に変更します。確
かなスケジュールは来週発表します。旅費はクラブ
で宿泊費は個人負担になります。
b.親睦旅行4/18〜19です。行く先は未定です。
c.ＩＭは11/20町田エルシィーで詳細は後日連絡し
ます。朝倉会員が奉仕活動を報告します。
d.りレー・フォー・ライフ日野10/13〜14です。
於：仲田小 10月13日12時から14日12時まで。赤
ジャンパー着用。
e.クリスマス会 12月17日 於：京王プラザホテル
八王子 タイムスケジュール未定。
f.ポリオ撲滅チャリティコンサート水野夫妻が参加
します。
g.HPのアップデート。朝倉会員が担当します。
2.今後のスケジュール。10/8 卓話 長島昭久様
10/15 大坪様 10/22生沼会員 11/5 日野消防
署見学
11/12 休会 週末東京競馬場見学予
定 11/20 IMです。
■委員会報告
●親睦委員会 河野和正委員長
10月の月例記念品贈呈 ・該当者紹介
●ゴルフ部 小島 明部長
本田杯コンペ 11月13日 於:GMG

10月「職業奉仕・米山月間」
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■卓話講師紹介 プログラム委員会 梅田俊幸副委員長
自民党衆議院議員 小田原 潔代議士です。本日は
「何の為に生きるか」と題し、卓話をいただきます。
■卓話「何の為に生きるか」
小田原 潔様
6月日野RC会員に誘われ会員になりまし
た。職業分類は著述業です。政治家を
目指し各所で意見表明するとことごと
くおしかりを受けました。男性は酒席で
も15分話さねば自分を理解いただけな
い、女性はお会いして2秒で人柄をつかんでいただけ
るような気がします。1964年大分で生まれました。
父が自衛官で13回引っ越し小学校も相当変わりま
した。6歳の時、沖縄が返還されたニュースを見て
政治家になろうと思いました。大学卒業後、金融マ
ンになりました。小泉政権の時、大分で自民党の公
募に挑みましたが2度破れました。その後千葉で選
ばれ3回目の挑戦で26万票取りましたが29票の先
輩候補に及びませんでした。落選後大分にこだわら
ず本部に応募するも2年間音沙汰がありませんでし
た。その後、東日本大震災が起き3月24日にボラン
ティアで宮城に向かいました。直後の被災地は想像
を絶するばかりで何から手を付けたらよいかわかり
ませんでした。津波で水につかった畳・家具等は重
く臭く片付け作業後ボランティア仲間で話せないほ
どでした。被災家族のみなさんが少ない水を分けて
くださり体を拭いたりすることができました。終わ
ると車中で寝て11時には目覚め夜空の星が疲れを
癒してくれました。1年間ボランティアをしました。復
興の主役は住民であることを認識させられました。
復興の手柄を表出って語るような雰囲気を感じるこ
ともありました。とにかく被災地を見てください。ボ
ランティア活動をブログ等で発信しましたがそれが
本になりました。本日持ってきましたので復興支援
でお買い求めください。既に2年が経ちました。復
興はこれからです。昨年7月に東京21区から声がか
かり大変な選挙区だが、
「火中の栗を拾う」気持ち
で、ここで断ったら2度とチャンスはないと思い公認
を得て選挙に臨みました。小選挙区では及びません
でしたが比例区で当選しました。政治家になるまで
40年かかりました。期待に応えられるよう働きたい
と思います。ご清聴ありがとうございました。
■閉会点鐘

東京飛火野ＲＣ会長

本田

ニコニコメッセージ
本田 誠さん
東京国体が始まりました。応援し
ましょう！！
小田原先生、本日はようこそお越し
小髙俊明さん
下さいました。どうぞよろしくお願いいたします。
馬場弘融さん
結婚記念日の祝品ありがとうござ
います。小田原先生のお話、楽しみです。
水野 功さん
明日より北海道です。天気が心配で
すが秋の味覚を楽しみたいと思います。
濱田宣郎さん
中秋の候爽やかで平穏な神無月
でありたいものです。
生沼通男さん
今日安倍総理が消費税ｕｐの話
をするとの報道がされています。とにかく
景気が良くなってほしいものです。
今月の卓話の講師にはビックリしま
平 良信さん
した。これでは何としても出席したくなります。
梅田俊幸さん
先月２８日国体が開会しました。
総合開会式は大変すばらしいものでした。
２９日から空手道も始まり今日はホッケー
の開会式です。小田原代議士本日は宜しく
お願い致します。
藤野益夫さん
小田原潔先生ようこそ。卓話楽し
みです。夕方に注目します。
小田原代議士、本日の卓話を楽しみ
渡邉良勝さん
にしておりました。宜しくお願い致します。
星野幸夫さん
小田原さんようこそいらっしゃい
ました。
河野和正さん
朝夕大変すずしくなりました。体
がついていかないです。皆様充分気をつけ
て下さい。
朝倉邦雄さん
本日の例会後初ゴルフレッスン
を受講する予定です。上手になれるといい
のですが・・・。
例会変更のお知らせ
東京八王子南RC
11/13（水）→18日（月）の奉仕活動振替休会（サインメーク受付）
11/20（水）→I Mに振替休会（サインメーク受付）
東京八王子東RC
11/19（火）→20日（水）I Mに振替
東京八王子RC
11/14（木）→職場見学移動例会に変更
11/21（木）→20日（水）の多摩南グループI Mに振替

誠

♦トピックス
1.9/29ベルリンマラソンでウィルソン・キプサング
（ケニア）2時間3分23秒の世界新で優勝、2年前の
記録を15秒短縮しケニア勢が5位まで独占。
2.10/1安倍首相来年4月より消費税8パーセントと
表明。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1175回 28
第1173回

28

本日30,000円

累計468,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率36.05％
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※今週のメークアップ なし
※先々週の後メークアップ なし
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