
今日の歌♪ 

 「われら日本の 

 ロータリアンの歌」 

われら日本の 

ロータリアン 

一つの仕事をする時も 

真心こめて考える 

これは誠か真実か 

 

今後の予定： 

3/7 

（水） 

・卓話「識字率向上 

 月間に因んで」 

 國田欣吾委員長 

・定例理事会 

3/14 

（水） 

・卓話 中村雄策会員 

・被選理事会 

3/21 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 

 

  

3/28 

（水） 

・卓話 辻村順一会員 
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▲信長、相撲観戦(1578)▲大久保彦左衛門、没(1639)▲江戸幕

府がキリシタン禁圧の一手段として宗門改めを毎年とする(1681)
▲明和の大火 (1772)▲満州事変の現地調査にリットン調査団、

来日(1932)▲２・２６事件の反乱部隊に原隊復帰命令 (1936)▲日

本初、実用衛星「うめ」打ち上げ(1976)。 日本初の人工衛星は

1970年打ち上げた「おおすみ」▲長崎県壱岐で動物愛護団体の

アメリカ人の手によってイルカ250頭逃げる。 「動物愛護」のアメリ

カ人、国外退去に (1980)       

第１８０５回例会プログラム 
 ２０１２年２月２９日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「われら日本の 

    ロータリアンの歌」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●外部卓話 

 向井 寛史 様 

 (六島ボクシングジム所属) 

 紹介者 橘 喜久夫 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

２ ２９ 西田会員 

3 

７ 岡山会員 

１４ 重田会員 

２１ 嶋田会員 

２８ 嶋中会員 

  

２月の花「アルメリア」 

 

花言葉：心づかい・思いやり・共感・同情 

 

属名のアルメリアは、ケルト語の「armar（海

に）」という意味で、この植物が海浜に自生して

いるからといわれています。また英語でも「sea 

pink（海のナデシコ）」で、和名も「浜簪（ハマ

カンザシ）」と、すべて海に関連した名前がつい

ています。   



会長の時間 
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卓話「相続それとも争族！？」  

メットライフアリコ支社ライン研修部 

         藤 岡  諭   様 

 

１．相続の問題点 

 家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割

事件は年々増加傾向にあります。昭和

24年はわずか1,104件でしたが、平成21

年は12倍超の13,505件となっています。 

また、遺産分割事件のうち、容認・調停

成立件数を見ると、総件数7,828件に対

し、遺産相続5,000万円件以下は5,697

件と実に70％超を占めています。一方

で遺産相続5億円超の件数は46件と、

約0,6％に過ぎません。 

相続税の基礎控除は、5000万円＋

（1000万円×法定相続人数）です。とい

うことは1人でも法定相続人がいれば、

低でも6000万円までは相続税がかか

らない計算になります。 

それにも関わらず、約70％もの遺産分

割事件が遺産相続5000万円以下、つま

り相続税がかからない人々によるものな

のです。 それはつまり、相続の問題点

としてもっとも多いのが相続税ではなく、

遺産分割の問題なのです。 

２．何をすべきか！？ 

 あの人に、この財産を相続させたい・・・

では、どのような対策を立てればよいの

でしょう？ 

①遺言の作成 

被相続人が生前に、どの資産をどなた

へ残したいのか意思をはっきり示してお

けば、多くの場合は相続人間の争いを

避けることができます。 

●法定相続分通りの分割を希望しないと 

 き 

●相続人間に争いが起きそうなとき 

●法定相続人以外の人に財産分与した 

 いとき 

 このような場合は遺言書を作成したほう

がよいでしょう。 

②生前贈与の活用 

贈与税の非課税枠（110万円/年までの

贈与）、 低贈与税率10％枠（310万円/

次年度２０１２－１３年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区社会奉仕委員会委員長  

 初木賢司幹事 

山口会長より委嘱状が手渡されました 

 

2012-13年度 RI会長 ：  

田中作次 【日本】 

RIテーマとテーマロゴ 

「奉仕を通じて平和を」 

‐ Peace Through Service ‐ 
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年までの贈与）を利用、確実に財産を移

転することができます。ただし、定期的

の贈与とみなされないように注意が必要

です。 

 その為、毎年の贈与契約書作成や贈

与税申告書の保管など、関与税理士の

アドバイスの下、適切な対応をとる必要

があります。 

 

③相続時精算課税制度の活用 

相続時精算課税制度を活用する選択も

あります。 

この場合、65歳以上の親から20歳以上

の子への贈与は生涯に亘り2,500万円ま

では非課税となります。 

ただし、相続発生時に、生前に贈与した

財産を加えて相続税の計算をします。 

なお、相続税がかからない人の割合は

約96％です。 

 このような方は、相続時精算課税制度

を使うことで2,500万円まで非課税で資

産を移転できます。 

 

④生命保険の活用 

・代償分割資金を準備する 

死亡保険金受取人を不動産等の財産

の相続人とし、その保険金の中から代

償交付金を他の相続人へ交付します。 

・保険金そのものを相続財産とする 

死亡保険金受取人を不動産等財産を

相続しない相続人とし、その相続人が

納得できる金額を保険金額とします。 

 

 

 

 ＜私の職場を紹介します＞ 今週は…多田 利生 広報委員長    

   多田塗装工業株式会社 

 

⑦我が社自慢  従業員のほとんどが１０年以上の経験者で仕事熱心でまじめな 

 人間ばかり。一番まじめじゃないのが私かもしれない・・・。 

④仕事の内容  住宅などの塗り替え工事が主体で工場や 

 店舗の塗装もします。（100万円以下の小規模工事が多い） 

⑤仕事にまつわるエピソード １９９５年忘れもしない阪神淡路大震災、阪神高速神戸線の西宮付近での高速 

 道路の倒壊場所、三菱重工が架設を行った現場で、作業に携わった業者が集まり、私も翌日から撤去作業 

 に加わりました。現場周辺は真っ暗で聞こえてくるのは救急車や消防車のサイレンの音だけ、明かりがついている 

 のは私たちの作業場所だけでした、不眠不休で撤去作業をしたのが今でも心に残っています。 

  

①創業のきっかけ １９９２年私が24才の時一緒に働いていた私の兄が父の

会社を継ぎ（橋梁など土木の塗装）、それをきっかけに住宅などの塗り替えが

主体の建築塗装部門として独立しました。 

⑥社員や仕事に対して心がけている事 一般住宅が多いため、笑顔・挨拶は当たり前、利益

も大事ですがまずはお客様に満足していただくこと、作業完了時にお客様から逆に「ありがとう」

の言葉をいただけるような仕事をするよう、従業員ともども心がけています。 

③企業理念 従業員とその家族の生活をまもり・ 

 仕事に対して携わった関係者やお客様に満足 

 していただく仕事を！ 

②年商・従業員数 年商７千万円から８千万円位 従業員数 現場作業員8名 事務員1名 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊関心の深い相続問題についての卓話を承った喜びに 

                             北村  隆 

＊３３回目の結婚記念日のよろこびに      初木賢司 

＊大変有意義な卓話を聞くことができました  西田英夫                 

ニコニコ箱 合計 ￥10,000 累計  ￥914,491 

〇本日の配布物 

①卓話者プロフェール 

②第26回三九会のご案内 

〇本日の回覧物 

 

○地区行事等出席予定 

3/17 職業奉仕委員長会議（本・次年度委員長） 

                           畠仲、中村 

3/24 国際奉仕・WCS本・次年度委員長会議 

         

3/31 PETS・地区チーム研修ｾﾐﾅｰ 高島、初木、國田       
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第１８０４回例会出席報告（２月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

56名 27名 54.00％ 

第１801回 例会補正後 出席率 80.00％ 

   メーク ２名   欠席 ９名    除外 ７名 

お客様   藤岡 諭 様 

＜ お願い ＞ 

 先週２月15日の例会より「ニコニコBOX」に係る 

変更がありました。 

 ニコニコ寄付は用紙に記入後、寄付金と一緒に 

 テーブル上の透明の箱にお入れください。 

 以前は未記入用紙もその箱の中に入れていました

が、寄付の確認ができなかったりなど問題が発生した

ため、改善策としてこのようにいたしました。何卒ご了

承くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

＜第２回米山奨学生ふれあいスピーチコンテスト＞ 

2012年2月18日（土） 於：大阪国際交流センター 
  

 

 

 スピーチコンテストの一場面です。 優秀を排出した大

阪なにわクラブは１０名の応援団を繰り出し楽しい応援をし

ていました。留学生の方はとても皆さんにとけ込み努力を

されていました。 

スピーチの内容はともかく友情賞でした。 

欠席されるクラブも多く地区行事の大切さを考えさせられ

ました。       米山奨学委員長       森賢司 


