司

会

加藤 仁昭 副幹事

点

鐘

小池 將夫 会長

斉

唱

我等の業生

次年度ガバナー補佐紹介

ゲスト紹介
嶋中 健司 様（ゲスト・スピーカー）
児玉 敬介 様（ゲストスピーカー同伴）
山本
林

登 様（第4グループガバナー補佐）
道弘 様（次年度第4グループガバナー補佐）

次年度ガバナー補佐

ビジター紹介
ＭＭ21Ｒ.Ｃ

杉浦 武胤 君

神奈川西Ｒ.Ｃ 星野 政司 君
横浜北Ｒ.Ｃ

長瀬 正行 君

林

道弘

様

山本登ガバナー補佐より、次年度ガバナー補佐を紹介され、
それぞれご挨拶をいただきました。

会長報告
先々週の例会時に我がクラブを訪問いただいたマレーシア・ル
ヤングＲ.Ｃの三堀 悟氏と例会後会談しました。その様子は、

結婚記念日祝

後ほど国際奉仕委員長より報告があると思います。

須永 久一 会員（ 6月11日 ）
上阪 哲也 会員（ 6月16日 ）

本日《６月１５ 日》のプログラム
◆斉 唱 「それでこそロータリー」

クールビズ実施のお知らせ

◆献 立

幕の内弁当

◆卓 話 「大学スポーツのあり方」
６月より９月最終例会まで実施します。

陣内 良昭 様

幹事報告
◎本日、例会終了後、14Fアネックスにて６月度定例理事会を開
催致します。
◎次週、6月15日はクラブ協議会です。
大勢の出席をお願い致します。
◎6月29日は年度末夜間移動例会となります。詳細は別途連絡し
ます。
◎例会変更のお知らせ
横浜保土ヶ谷ロータリークラブ
平成19年６月26日(火)
移動夜間例会、例会後親睦会
横浜港北ロータリークラブ
平成19年６月28日(木)
通常例会⇒夜間例会
点鐘 18:30

ルヤングクラブは過去に大阪南Ｒ.Ｃと友好クラブとなり、大
阪駅の放置自転車に関するプロジェクトで、マッチンググラン
トを経験しています。
若い会員が多く、これからのクラブであり、気軽にお付合い
出来る友好クラブになればありがたいとのことでした。
今回の交流会の参加者の感想は総じて今回の申し出に対し前
向きな意見を多くいただきました。

新会員入会式
竹山 洋 氏が本日新しく入会されました。
笠井材木店
代表取締役（住宅資材卸業）
勤務先
保土ヶ谷区上星川２丁目
生年月日
昭和32年１月生まれ
関東学院大学経済学部卒業
推薦者
天野 公史 会員

出席報告
会員総数

65名

出席会員数

55名

出席率

（48+17）名
（44+11）名
91.67％

ゲスト

４名

前回補正後

93.62％

ビジター
前々回補正後

３名
93.62％

スマイルボックス

山田 正憲 副ＳＡＡ
次年度ガバナー補佐の林 道弘様をご紹介にまいり

まだ何も分かりませんので、皆様よろしくご指導下さいます
ようお願い致します。

委員会報告
国際奉仕委員会 委員長 今泉文博
先々週の例会時に、マレーシア・ルヤングＲ.Ｃより、例会参
加いただいた、三堀 悟氏と例会後、会談しました。
その折に、簡単なクラブの紹介と、親交を深めて、出来たら友
好クラブとして交流したいとの提案を受けました。それを受け
て各国際委員及び会長幹事そして来年度執行部を交え、三堀ご
夫妻と国際委員会を兼ね６月１日に交流会を開催しました。
クラブ名
例 会 地
例会日時
会 員 数

RI3310地区 Luyang Ｒ.Ｃ（ルヤング）
The Pacific Sutera Hotel
Sutera Harbour Resort Kota Kinabalu, Sabah Malaysia
毎週 木曜 午後６時
21名 内 女性会員５名

三堀氏は約20年前より、仕事（貿易）の関係で、現地住まい、
この度来年度会長となることとなりました。
毎年、二度ほど日本に帰国されるとの事で、その折に、氏自
身が、神奈川県三浦市三崎の出身であることから、日本のクラ
ブと友好クラブとなるため、ホームページを100クラブほど閲覧
し、国際奉仕に熱心なクラブを探し、神奈川東クラブを選び、
訪ねていただいたとのことです。

山本 登君
ました。
林 道弘君 本日お世話になります。
ごあいさつにまいりました。
星野政司君 久々に表敬訪問に伺いました。どうぞよろしく。
杉浦武胤君 本日はお世話になります。
長瀬正行君 お世話になります。
上阪哲也君 結婚記念日祝いありがとうございます。もう16回
目、良くもってます。
竹山 洋君 本日入会させていただきます。よろしくお願い致
します。
渡辺 淳君 竹山 洋さんの入会を心よりお祝いします。私の同
級生ですので、皆様よろしくお願いします。
江森国一君 ①林次年度ガバナー補佐ようこそお越し下さいま
した。
②加藤さん、先日は大変お世話になりました。
河野明光君 竹山さん入会おめでとう。今日から末長くお付き
合い下さい。林次年度ガバナー補佐ようこそ
澁谷髙弘君 MM21ロータリークラブの杉浦様ようこそいらっし
ゃいました。
月山 勇君 竹山さん（タケチャンマン）入会おめでとうござい
ます。“習うより慣れろ”私もいまだに慣れずに困っておりま
すが…
天野公史君 竹山さん入会おめでとうございます。早く慣れて
楽しいロータリー生活を送って下さい。
長井 章君 竹山さん、入会おめでとうございます。ロータリ
ーライフ楽しんで下さい。
脇田いすゞ君 竹山さん入会おめでとうございます。ロータリ
ーライフを楽しんで下さい。
伊東英紀君 週報に我が町内会の記事載せていただきありがと
うございます。

古川陽太郎君 青柳さん、昨日は結構な御品をありがとうござ
いました。しかし、以前からお話ししている様に、次回からは
タバコの御土産は止めて下さい。
田邊正彦君 加藤さん先日はありがとうございました。
永井隆俊君 ①先日のパソコン教室出席の皆様、お疲れ様でし
た。その後PC使っていますか？
②明日は、米山学友会の料理講習会を開催します。参加予定の
方々お忘れなく。
川邉正男君 ・加藤さん、江森さん、田中（龍）さん、先日は
お世話様でした。楽しかったですね。
・竹山さん、入会おめでとうございます。
角田伯雄君 嶋中さん、卓話楽しみにしています。
山田正憲君 ①竹山さん、入会おめでとうございます。
②山本芳弘さん、先日はお世話になりました。
③茂木さん色々とありがとうございました。
植田清司君 先日の次年度プログラム委員会の打ち合せにご出
席いただきました皆様ありがとうございました。
山崎善也君 本日、都合により早退させていただきます。
雨宮和則君 本日所用のため早退させていただきます。申し訳
ありません。
横溝 亘君 本日、仕事の都合により早退させていただきます。
茂木知子君 むし暑くなってまいりました。体調をくずさない
ようお気をつけ下さい。
森永 健君 本日、勉強会です。よろしくお願い致します。
赤堀和人君 小池会長、昨日は大変ありがとうございました。
また先週のPCセミナー、永井さん、江森さん、お疲れ様。私で
出来る事があれば、今後神奈川東ロータリーの発展の為に出来
るかぎり協力します。今後とも、よろしくお願いします。
鴻 義久 林次年度ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。
竹山さん、入会おめでとう。
6月8日

本年度累計額

30件

168,000円
2,201,000円

(2)マレーシアLUYNG Ｒ.Ｃ友好クラブ締結に関する件
経過報告がなされた。前向きに検討すべく次年度に引継ぐ
事としたい。
(3)国際大会参加の件
承認
矢野会員が信任状を持って参加する。
(4)クールビズ実施の件
6月1日にさかのぼって９月末日までクールビズを実施する
事とした。
承認

卓

話

「円滑な相続に向けて」
としたとしたとした
― 知らないと損 する遺 言の知 識 ―
嶋中 健司 様
紹介者 髙田
修 会員

プロフィール
生年月日
最終学歴
職
歴

理事会報告
６月度定例理事会議録
【日 時】 平成19年６月８日（金） 例会終了後
【会 場】 ホテルキャメロットジャパン 14Ｆ アネックス
【出席者】 理事 山本 登・冨居利貞・西山 潔 ・ 盧 康大
今泉文博・川邉正男
役員 小池將夫・吉田隆男・大西弘文 ・ 渡邉 淳
舘野典久・加藤仁昭
オブザーバー（次年度 理事会構成メンバー）
飯田 之・ 江森国一・高田 修・犬飼和春
河野明光・ 岩澤利雄・古川陽太郎
【議 題】
①春の家族会の件
承認
決算報告がなされた。
②最終夜間例会の件
6月29日(金)18時点鐘 横浜インターコンチネンタルホテルに
て会費5000円。
不足分は例会費予算より支出する。
承認
③2007～08年ﾛｰﾀﾘｰ財団「地区補助金」対象プロジェクトの件
ロータリー財団｢地区補助金｣申請について、たんまち福祉活
動（什器、備品の購入）より支援に367,500円を申請する。 承認
④その他
(1)神奈川西Ｒ.Ｃ合併に関する件
経過報告がなされた。神奈川西Ｒ.Ｃより入会の申し出があ
った際には、
通常の事務手続きで受付することとする。承認

出 身 地
現 住 所
趣
味
(スポーツ)
ひとこと

昭和29年12月生まれ
一橋大学経済学部卒業
昭和53年３月 一橋大学経済学部卒業
昭和53年４月 住友信託銀行株式会社入社
平成５年４月 同社 事務指導部主任調査役
７年３月 同社 大宮支店法人営業課長
９年２月 同社 調査第一部主任審査役
12年４月 同社 業務推進部次長
13年10月 同社 業務推進部副部長
14年６月 同社 千葉支店長
16年４月 同社 大宮支店長
18年６月 同社 横浜支店長（現在）
奈良県
千葉県船橋市本中山
読書（推理小説、歴史小説等）、ドライブ
バスケットボール
信託銀行の良さを皆さんにご理解いただくと共
に地元横浜・神奈川の発展に微力ながら尽くし
たいと思います。

相続対策について
■節税対策
生命保険加入 賃貸用不動産購入・建築 借入 生前贈与
など
■財産承継対策
遺言 株式譲渡（事業継承） 年金保険加入 生前贈与
など
■納税準備対策
生命保険加入 生前贈与 不動産等の生前売却による金融資産化
など

遺産分割の３つの方法
●遺言による遺産の分割
●相続人全員の協議による遺産の分割
●家庭裁判所による遺産の分割
遺産分割での係争について
現実的に相続に関する係争案件は増加
①「家」の相続から「財産」の相続へ
（旧民法による家督相続の廃止）
新民法⇒均分相続制度への移行
②核家族化
③分割しにくい不動産の比重の増大
法定相続人以外の人
（法定相続人の配偶者他）
が介入する可能性
なぜ、遺言を作れば安心なのか
遺言は、財産の配分等において遺言者の「思い」が反映でき
ます。
「実情に合わせた合理的な遺産分割」「相続人以外の方に財産
を残す（遺贈）」も可能であり、争族を未然に防ぎ、円滑に
遺産分割を行うことができます。

円滑な相続の為に『より良い遺言』を作りましょう
●全ての財産を網羅しましょう
（きちんと調査！もれは禁物）
●遺留分侵害の検証は間違いなく
●税法の観点からの検証はお忘れなく
（法人への遺贈などでは要注意）
●２次的遺言（補助的遺言）もお忘れなく
●遺言執行者の指定をしておきましょう
●付言事項はかならず書きましょう

料 理 講習会 開 催！
6月9日
（土）
神之木地区センターに於いて米山奨学生田鎬鎮（ジョ
ン・ホ・ジン）
さん達による料理講習会が開催され、会員・家族
24名が参加された。
出来上がった各国の美味しい料理に舌つづみを打ちながら楽し
いひとときを過ごした。

遺言書を作成される方、ご本人だけではなく、ご相続人を含
めたご家族の方、皆さんがご安心いただくことができます。
→遺言は家族への優しい思いやり
遺言で出来ること
１．相続に関すること
２．財産処分に関すること
３．身分に関すること
４．遺言執行者の指定、指定の委託
自筆証書遺言
●遺言の全文と日付、氏名を全て自署し押印する
●家庭裁判所の検認が必要
長所
・誰にも知られずに作成
・簡単で費用がかからない
・作成替えが容易
短所
・形式の不備や内容が不明確になりがち⇒トラブル
・偽造、変造、隠匿の心配
公正証書遺言
●公証人役場で２人以上の証人立会いのもとに、遺言の内容
を口述し、公証人が遺言書を作成
長所
・公証人が作成するので無効になる恐れがない
・偽造、変造、紛失の危険性がない
短所
・内容が他人（証人）に知られる
・証人が必要
・公正証書作成費用が必要
事例についてのまとめ
●今回ご紹介致しました事例は、あくまでも例であり、 遺
言を作成する動機は千差万別です。
●逆に、ご紹介しました事例があなた様の場合に該当すると
は限りません。
まずは、あなた様の場合、「誰に」、「何を」遺すかを考え
てられてはいかがでしょうか。

次回《6月22日》の卓話予定
「年度末挨拶」
会長・副会長・幹事・会計

