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青少年奉仕フォーラム本 日 の
プログラム

前回例会出席率
77.55%５月 青少年奉仕月間

　先日の５月７日に「西南之役官軍
薩軍恩讐を超えての会」主催の西南
戦争慰霊祭（当初の趣旨は、大久保
利通没140年法楽及び薩摩琵琶奉納）
が、南洲公園の「西南戦争の官軍薩
軍合同慰霊塔（2017年９月23日建立）
の前で開催され、宮下亮善住職の案内がありました
ので出席しました。
　来賓として海江田さん、主催者側で前迫さんも出
席されていました（詳しくは８日の新聞に掲載され
ております）。
　同日の新聞の「ひろば」にボランティアガイドを
されている方の「大久保利通にいま一度光を」と題
した投稿が掲載されていました。勉強不足で知りま
せんでしたが、福島県安積疎水（あさかそすい）に
関して大久保に対して感謝していること、明治維新
は西郷だけでなく、もう一度大久保利通にも光をと
いう内容でした。

　調べてみますと、大久保が内務卿として殖産事業、
士族授産（士族の入植、開墾）を目的とした、明治
政府の国策第一号事業として安積地区の原野に農業
用水、工業用水、飲用水を供給する大プロジェクト
で明治10年着工、15年通水開始、45年水道用に利用
で完成しました。安積疎水は琵琶湖疎水、那須疎水、
と並ぶ三大疎水の一つになっています。
　また、大久保は静岡県の天竜川地区の治水工事も
１回の陳情で決定し断行していますが、治水、灌漑
などに並々ならぬ意欲があったようです。
　水を制する者は国を治むるとでも言いましょうか、
水難を予防し、殖産、灌漑等に対する事業は国策と
して大変重要な施策だったのでしょう。多少独裁的
な行動が反感を買っているところもあったかもしれ
ないが、もし暗殺がなかったらと思うのは私だけで
しょうか。
　治水工事と薩摩・鹿児島といえば、薩摩義士の「宝
暦治水工事」、西郷菊次郎の「台湾・宜蘭堤防工事」、
など、個人的にも維新150年を機会にいろいろな角度
で検証してみてはどうかと思います。

■新納　薫
相続における生命保険の基本的特徴
①相続発生後すぐに現金化できる
（凍結されない）。
②相続放棄しても生命保険金は受
取ることが出来る。
③納税・遺産分割の両方の資金を
捻出できる。
④生命保険は遺産分割の対象外である。
　生命保険金の強みは「特別受益」に当たらない事。
但し、以下のようなケースでは、生命保険金が生
命保険金相続財産として持ち戻しの対象となる可
能性も考えられます。
●家庭の状況に照らして高額な保険金
●相続財産の半分以上を占めるような保険金
●被相続人の面倒を見ていない相続人が保険金の
受取人になっている。
●高額な一時払いの生命保険（実質的に現金と同
じ（等価）と考える）

１．納税資金対策としての生命保険活用
①500万円×法定相続人の数＝非課税限度額
契約形態　契約者・被保険者＝被相続人
受取人＝相続人
※死亡退職金
500万円×法定相続人の数＝非課税限度額
②相続税のかからない生命保険金の範囲内で納税
資金を準備
③税負担減対策としての非課税金額活用（手持ち
の現金を相続税のかからない財産＝保険金）に
シフト
●相続税対策は二次相続まで考えた対策が必用
①二次相続は配偶者の税額軽減が使えない。
②一時相続に比べて二次相続では法定相続人が１
人減る。
③「小規模宅地等の特例」が使えなくなる可能性が
高い。
●生命保険金の受取人は「相続税を払う人？」「配
偶者？」
●「連帯納付義務」に対する生命保険活用

会員卓話「相続に関する卓話④」会員卓話「相続に関する卓話④」

２．遺産分割対策としての生命保険活用
①代償分割を使って遺産分割トラブルを回避
　相続財産の多かった相続人が相続財産の少な
かった相続人に対し、その不足額を自らの財産
から渡すことによって、遺産分割の不公平を“代
わりに償う”ということです。
代償分割を目的とした生命保険の契約形態
契約者・被保険者＝被相続人

死亡保険金受取人＝代償財産の交付を行う相続人
課税　相続税
契約者・受取人＝代償財産の交付を行う相続人
被保険者＝被相続人　
課税　所得税（一時所得）
●自ら契約者した生命保険で代償交付金を支払う。
②寄与分対策として生命保険金で報いる



５月14日のスマイル  小計 19,046円　2017～2018年度　累計 769,395円

●尾辻　章宣君／今年も誕生日・結婚記念のお祝いをダブ
ルで頂き有難うございます。この日だけは例会に欠かさず
出席しています。昨日の13日で所謂「古希」を迎えました。
今の時代、決して「古来稀なり」ではありません。まだま
だ気力・体力・飲み力がありますので、天文館・騎射場や
真砂を愛し続けていきます。20日で結婚まる40年が経ちま
す。家内の言う通りにすることで家庭の平和が続くのだと
思う今日この頃です。
●石塚　俊雄君／所用で早退致します。新納会員の卓話は
資料をよく読んで勉強します。解らない処は後から“しつ
こく”聞きますので宜しく御願いします。
●坂元　直人君／誕生日祝ありがとうございます。46歳に
なりました。気持ちは若く過ごしているのですが、最近体
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ロータリーソング：「奉仕の理想」    　
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　青﨑　彰君
奨学金支給：米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
誕生日お祝い：坂元　直人君（２日）　尾辻　章宣君（13日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　①月信　５月号　 ②ロータリーの友　５月号
２）地区研修協議会開催
　　平成30年５月27日（日）
　　場　所：鹿児島市民文化ホール　第２ホール　9：35～
　　参加者：海江田・椨・池畠・加島・小福田・丸山（修）・

石﨑・石塚・川路・下村・田中・竹田・新納・中
間・肥田木・前迫・尾辻・橋元・福山・事務局高
橋　計20名

３）第47回ローターアクトのための研修会（旧：幹部研修会）に
ついてのご案内

　　日時：平成30年５月19（土）　18：00～21：00　懇親会
　　於：霧島市　一天張（いってんばり）
　　日時：平成30年５月20（土）　10：00～15：30　懇親会
　　於：国分シビックセンター

　　※参加される方は、事務局までお声掛けください。
４）ロータリーの友『私の一冊』原稿募集

　2018年７月号～新コーナー『私の一冊』がスタートします。
　人生を変えた一冊、思い入れの深い一冊、感動した本をロー
タリアンの皆さんに紹介しませんか？本文320字以内にまとめ
て頂き、事務局までご連絡下さい。

５）5月のロータリーレートは1ドル108円です。（4月は104円）
６）本日定例理事会開催　　例会終了後　　於：開聞
７）本日　18：30～　ラウンドテーブル　　於：ごはんのじかん
　　担当：社会奉仕委員会
８）次週　5/21（月）例会プログラム「青少年奉仕フォーラム」
出席報告：出席委員会 　　　
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話＝新納　薫君
　　　　　　　「相続に関する卓話④」

第1896回例会
前々回（４月16日）の補正
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力の衰えを感じるようになり、老眼もかなり入って来まし
た。
●稲留　宏君／娘長女かれんが母の後をつぎ、2018年フラ
ワープリンセス兵庫になりました。いわゆるミス神戸です。
親元を離れ早４年目、どこに行っても頑張っている娘の姿
をほこらしく思います。
●会員増強委員会／先日、４月23日、ラウンドテーブル＆
学習会がごはんのじかんで開催されました。丸山ガバナー
補佐より世界で有名なロータリアン、カーネルサンダース
などについてお話頂きました。残念ながら新入会員の参加
者が少なくこのままではいかんと皆さんの意見も出ました。
今後のラウンドテーブル等への新入会員の皆様の参加をお
願いします。参加者、丸山・川畑・青﨑・前迫・志賀・尾辻・稲留、
各会員よりスマイル致します。

２．遺産分割対策としての生命保険活用
①代償分割を使って遺産分割トラブルを回避

　相続財産の多かった相続人が相続財産の少な
かった相続人に対し、その不足額を自らの財産
から渡すことによって、遺産分割の不公平を“代
わりに償う”ということです。

代償分割を目的とした生命保険の契約形態
契約者・被保険者＝被相続人

死亡保険金受取人＝代償財産の交付を行う相続人
課税　相続税
契約者・受取人＝代償財産の交付を行う相続人
被保険者＝被相続人　
課税　所得税（一時所得）

●自ら契約者した生命保険で代償交付金を支払う。
②寄与分対策として生命保険金で報いる

クラブ協議会「地区協議会報告」
次 回 例 会　平成30年５月28日（月）

議　題
１）5・6月例会プログラム及び行事予

定（添付資料）
5/14（月）ラウンドテーブル
会場　グランセレッソ鹿児島貸切の
ため、ごはんのじかんに変更
　　　　　　　　・・・　中　止

２）会計報告（別紙明細）
　　４月度試算表について　・・・　承　認

３）地区研修協議会について
　　日時：平成30年5月27日（日）
　　場所：鹿児島市民文化ホール
　　　　　19名参加＋事務局高橋　計20名（予定）
　　　　　池畠、加島、石﨑、石塚、海江田、川路、下村、竹田、田中、

　　　　椨、中間、新納、肥田木、丸山（修）
　　　　　【分科会のみ】尾辻、小福田、橋元、福山、前迫　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　承　認
４）新旧合同理事会について
　　平成30年6月4日（月）　18:30 ～
　　場所：グランセレッソ　　　　会費：6,000円　・・・　承　認
５） その他

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成３０年５月14日（月）
例会後　～　
青﨑　彰・小福田博
池畠泰光・加島　繁
橋元　隆・吉田健朗
竹添　寛・稲留　宏
下村哲也・田中和俊
丸山　修・松元まや
岡部龍一郎


