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クラブ年度方針

『 クラブの充実と活性化 』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第１６例会記録

【第３１回 ３月５日(水)】
会員卓話｢相続と生命保険について｣

喜多川亮平会員

報 告
＊理事会報告
1.5月の予定
5月 ７日(木) 30周年打合せ 定例理事会

16日(土) 移動例会 献血活動
21日(木) 創立30周年記念式典 予行練習
28日(木) 創立30周年記念式典

2.3/26花見ご夫人ﾃﾞｰの件
16:30に溝口駅南口 ﾊﾞｽﾛｰﾀﾘｰ前集合

3.4/23養護学校慰問の件 猿回し 1回
4.次年度地区協議会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞの件

川崎鷺沼RC 川崎高津南RC
5.米山記念奨学生が中国内ﾓﾝｺﾞﾙの｢徐 子琦ｼﾞｮｼｷ｣さん

私は父が損害保険の営業ﾏﾝだったので小さい頃から色
々な場所で生活してきました｡当時漫画のｽﾗﾑﾀﾞﾝｸが流行
っており､中学2年から大学までずっとﾊﾞｽｹｯﾄ漬けの毎日
が続きますが､大学4年生の時に新しいｸﾗﾌﾞﾁｰﾑが誕生､ﾄﾗ
ｲｱｳﾄを受け合格しました｡そのﾁｰﾑで実業団ﾁｰﾑを破り初
の天皇杯ﾍﾞｽﾄ8に入ったり､全国大会で優勝したりとﾌﾟﾛ
化に向けて進んでいたのですが､ｽﾎﾟﾝｻｰの問題､資金面の
問題などからﾌﾟﾛ構想はなくなりました｡その後名前を変
えて再出発し､そこに小山会員がｺｰﾁとして加入してきま
した｡ですから小山会員とは10年くらいの関係です。

私は右ひざの前十字靭帯を断裂し､ﾌﾟﾛの道を諦めると
共に群馬県のｱﾙｿｯｸに入社､ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙをやりながら営業
ﾏﾝとして丸4年活動しました｡皆様のご自宅､会社の防犯ﾁ
ｪｯｸもできますのでご興味あれば声をかけてください。
そして現在東京海上日動あんしん生命の5年のｷｬﾘｱが過
ぎたところですが､私が生命保険の世界に飛込んだ契機

お客様

斉藤正彦様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 米山選考委員長
川崎西RC)

5.米山記念奨学生が中国内ﾓﾝｺﾞﾙの｢徐 子琦ｼﾞｮｼｷ｣さん
から中国出身 付 惟(ﾌ ｲ)さん（奨学期間2年）に変
更になりました。

＊委員会報告
・親睦活動委員会 飯尾光正委員長
3/26の花見ご夫人ﾃﾞｰは16時30分に溝口駅南口ﾊﾞｽﾛｰﾀ
ﾘｰ前に集合です｡

ぎたところですが､私が生命保険の世界に飛込んだ契機
は母親の手術が大きいと思います｡因みに今現在も母は
元気にしており､毎年の社長杯という海外表彰式に両親
共に連れて行っています｡母が心臓の手術と聞き､長男の
私は神奈川に戻ることを考えました｡私を採用したﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰから母の医療保険の請求や高額療養費制度含め社会
保障制度についていろいろ教わり､こういう仕事をした
いと思い切って転職を決めました｡この仕事で私が一番
大事にしていることは万が一が起こった時､また満期を
迎えた時に思っていた通りの保険金がしっかり受け取れ
る内容になっているのか､です｡これをﾓｯﾄｰに今後も私と
関わる全ての方に生命保険の魅力をお伝えしていきたい
と思っております。
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙについては昨年引退し今は小山会員が監督

をしているﾁｰﾑに戻り､今はﾌﾟﾚｲﾔｰとして小山監督を全国
大会で胴上げすべく奮闘しております。

相続税の改正により平成27年1月1日以後､相続税の基
礎控除の引下げが行われ､昨年までの6割までに縮小され
ました｡また税率構造の見直しもあり課税遺産額3億円超
の最高税率50％から課税遺産額6億円超の55％の最高税
率引上げが実施されました。
＊この改正で起こることとして
①相続税がかかる人は､今までより負担が重くなる
②今まで相続税とは無縁だと思っていた人にもかかる。
③税務調査で指摘を受ける人が増えてくる。
④相続から争族への発展の可能性が増えてくる。
＊「相続税がかかる」ということの意味
①相続税の申告､納付が必要（10ヶ月以内）②遺産分割
協議の成立③税務調査④争族への発展
＊相続対策
①争族対策(遺産分割対策)②納税資金の確保(納税財源
対策)③相続税対策(節税＝課税価格の引き下げ)④(遺言
書の作成)です。
＊遺産分割対策としての生命保険の活用
相続財産には2種類：民法上と税法上の相続財産
＊納税資金の確保としての生命保険の活用
相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に金銭で一括納付するのが原則｡預貯金､有価
証券の凍結その他には受取人指定の生命保険金が有効

(左へ続く) ⇐

(右から続く) ⇐
＊相続税対策
①非課税枠の活用②生前贈与(保険料贈与ﾌﾟﾗﾝ)
配偶者の税額軽減､小規模宅地の特例､お孫さんへの教育
資金信託など
このように殆どの相続問題は生命保険で解決できると
言われています｡具体的なﾌﾟﾗﾝ､内容についてはいつでも
ご質問下さい｡最後に弊社が相続対策として発売した一
時払の終身保険の最大の特徴はお体の診査､告知が必要
ないということです｡85歳まで加入できますので持病が
あって保険に入れないと諦めている方がいらっしゃいま
したらご紹介下さい｡ご清聴ありがとうございました｡



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第３２回 ３月１２日(木)】
会員卓話「樹木について」

谷野功明会員

父が経営していた会社を３代目として経営していま
すが､父には優しく自分の好きなことをしていいと暖
かく育ててもらい､元々継ぐ意思は持っていませんで
した｡しかし高校2年､祖父の葬儀の時に会社を継ごう
と決意しました｡
親戚の経営している造園会社に就職し､1年間勉強し

ました｡その会社は神奈川県では規模も大きくしっか
りした会社でした｡学生上がりの甘い気持ちを叩き直
してもらい､とても勉強になりました。
１年後に父の会社に入社しました｡父の会社はみん

なﾆｺﾆｺと楽しく働いていてｱｯﾄﾎｰﾑで暖かい雰囲気の会
社でした｡しかし漫画本が会社にあったりして､親戚の
会社との違いにﾌﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝがたまっていました。

入社2年目に父が倒れて急遽社長として会社を継ぐ
こととなりましたが､造園の技術も植木の技術も社会
経験もない中での社長就任だったので､ｽﾀｯﾌも不安な
気持ちであったと思います。
そこにきて焦りからか仕事のｽﾀｲﾙを変えようとして

生意気なことを言い､ｽﾀｯﾌの反感も買いました。
古いｽﾀｯﾌが一人辞め二人辞めとなり､お客さまも離

れていってしまいました｡現場に行っても技術もあり
ませんでしたが､長い目で見て下さるお客様に育てら
れ､何とか乗り切ることができました。
そんな状況で何ができるのか考えた結果､私は残っ

ている皆と一緒に現場に出ることを重視しました｡
今でも地下足袋を履いて現場中心で仕事をし､力をつ
けるようにしています。
師匠と呼べる人がいない中､研修会にも積極的に参

加し､勉強しました｡社長に就任して15年間経ち､ﾛｰﾀﾘｰ
ｸﾗﾌﾞへの参加を契機として､技術の伝達や後進の育成
にも力を入れたいと考えるようになりました。

＊3/5 (順不同､会員敬称略）
斉藤正彦様(第2590地区米山選考委員長､川崎西RC）

地区米山記念奨学委員会の件で伺いました｡今後とも
米山記念奨学事業にご理解賜りますようお願い申し上げます｡

福嶋 徹 風邪をひいてつらいです｡
大橋健治 喜多川様､卓話よろしくお願い致します｡」
三家 護 桜の早咲き種に河津桜があります｡1月下旬から
1ヵ月間咲き続けます｡蕾が開いたり閉じたりためらいなが

＊委員会報告
次年度青少年奉仕委員会 濱田 肇委員長
次年度青少年委員長として､青少年交換委員会に出席し

ました｡今年の８月１日から交換留学生を引受けることに
なりました｡非常に名誉な事であり､当ｸﾗﾌﾞで暖かく迎え入
れたい｡8年前にｱﾒﾘｶ ｾﾝﾄﾗﾙ出身で桐蔭高校に留学した女性
を引受けましたが､今回も同じｱﾒﾘｶ出身のｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽﾐｽさん
です｡日本の文化や風習、和の心を学ぶ絶好の機会であり､
文化の交流として最適です｡
各家庭にﾎｰﾑｽﾃｲもお願いしないといけません｡ご負担をか
けることとなりますが､何らかの形で引き受けていただけ
ればと思います。
米山奨学生も引受けるとのこと､2つ重なりご負担を

お掛けしますがよろしくお願い致します。
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3/12 18 18,000 504,000 600,000 84%
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にも力を入れたいと考えるようになりました。
諸先輩方にｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただきながら社長業に邁進し
て行きたいと考えております。

樹木について私の勉強してきたことをお伝えしたい
と思います。
苗木はどのように大木に成長していくかと言うと､

全体的に伸びて大きくなるのではなく､最初に生えた
枝はずっとその位置にあり､変わる事はありません。
不要となった枝を樹木自身が自ら落としていきます。
光が当たらない部分は水分を放出するだけの不要な枝
なので、離層を作って水分供給をｽﾄｯﾌﾟして枝を枯ら
して落としていくということです。
植木屋の選定は大きくなりすぎる等を整えますが､

それとは意味合いが異なり､樹は芽を出そうとするの
で樹にとってはｴﾈﾙｷﾞｰを消費し負担となります。
樹にとっては傷口を残さず負担がかからないようにす
る剪定が理想となります｡
枝を切るときは枝の膨らみにそって切るとすぐに傷

を覆い隠すように復元するので､剪定する時の参考と
してください。
春になると桜が咲く季節となります｡日本と言えば

桜でありｿﾒｲﾖｼﾉですが､誕生して150年くらいです。
接ぎ木をして育てますが､寿命は60年ぐらいと言われ
ています｡剪定や公害､強風が原因として枯らしてしま
うことも多いのです。
青森県の弘前公園は桜の名所ですが､桜守の方がと

てもいいﾒﾝﾃﾅﾝｽをしています｡剪定をどんどんして活
力のある枝に栄養を供給できるようにしています。
120年生きている桜もあるようです｡
NPOや多くの方の努力で守っているのです。

1ヵ月間咲き続けます｡蕾が開いたり閉じたりためらいなが
ら咲き進むからだそうです｡
＊3/12
福嶋 徹 谷野会員､卓話楽しみにしています｡私も草花を
こよなく愛しています｡
大橋健治 谷野会員､本日の卓話よろしくお願いします｡
三家 護 3/14北陸新幹線全線開通します｡ぜひ本年度中に
乗車して帰省したいと思っております｡
菊池幸治 谷野会員､卓話楽しみにしていました｡頑張って
出席をお願いします。


