Weekly Report

どもの森公園」や「宮沢湖」という森林に
囲まれたまさにムーミンの世界を体感する
のに最適な場所があり、積極的に猛アピー
ルしたそうです。
この帯広・とかちにも素敵な場所がたくさ
んあります。それをどう生かして観光や企
業誘致に生かしていくか、フードバレーの
一つとして参考にされるのはいかがかと思
いました。
■米山奨学生カウンセラー委嘱状

竹部義弘会員

■委員会報告 武田啓司 会長エレクト
地区から委嘱状が届いております
当クラブから3名がでています
リソースとサポート委員会 進藤直哉会員
ローターアクト委員会 佐伯大輔会員
Ｖ Ｔ Ｔ 小 委 員 会 松田英明会員

高橋 禎 出席委員長
出席率100％目指してメーキャップ
しましょう
■ニコニコ献金
加藤貴裕会員
柴田 博美会員：誕生祝いありがと
うございました。
宮本 建治会員：道内一のショッピン
グセンターイオン発寒店にガチャガチャ500台設
置の店 シープラをオープンさせました。札幌に
行ったら際はぜひお立ち寄り下さい。
澤田 智治会員：誕生日のお祝いを頂きありが
とうございました。

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）
芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15） 帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広 上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10） 音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール
足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30） 清水RC：清水町中央公民館 帯広西RC：北海道ホテル
帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広
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第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

� 小林千修会員
�
資格士業卓話

■会務報告
森田かおる 幹事
（１）帯広南ＲＣ、4月1日（月）の
例会は、休会と致します
（２）帯広南ＲＣ、創立記念夜間例会
開催のご案内
日 時 4月22日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
※尚、アルコールがでますので飲まれる方は
運転をお控えください

資格士業卓話
■プログラム
司法書士 小林千修会員
相続の問題
配偶者相続は2分の1でたとえば妻と子供が二人の
場合 今までは住宅が4000万預金が4000万として
8000万の2分の1が配偶者ですから4000万の住宅
を妻が、残り4000万を子供2人が2000万づつ分け
ていましたが、今度は住宅については遺産にあた
らない事になりましたので結婚20年以上であれば
住宅は妻が贈与か遺言で妻がもらい住宅以外の預
金の4000万を妻が2000万残りを子供2人で分ける
となります。
居住権問題
今まではなかったものです。夫が亡くなった後も
その住宅に住み続けることができます。登記簿に
居住権がついています。第3者に譲渡されていても
居住権はいきています。
その場合の遺産額は平均寿命で計算されます。妻
が80歳で旦那さんが亡くなったとしたら平均寿命
が88歳として家賃が3万とすると年間36万×8で約
300万が遺産で計算され家賃としては無償となり
ます。結婚して20年という条件はありますが、居
住権という判例がたくさん出ましてその積み重ね
が民法の改正につながったものです。今回の大き
な改正で、配偶者に優しくなりました。
今までは親が亡くなったとき長男の嫁さんには
相続権はないですが、特別に介護とか金銭的な事
が起きた時は長男の嫁さんも相続権があります。
遺言書は
大きく分けて公正証書と自分で書いた自筆証書が
あります。今までは自筆証書の場合は自分が書い
て自分が保管していました。親が死んで仏壇の引
き出しを開けたら遺言書が入っていた。開いてみ
たら自分にとって不利だったら破って捨ててしま
うことが生じます。
今度はそれを防止する方法が出来ました。来年7月
10日が施行日ですが、法務局で保管する制度です。
遺言書はすべてが自筆でなくてもいいこととなり
ました。遺言の内容にどの土地を相続させるとか
1000万を誰誰に遺贈するとか内容については自筆
でないとだめですが、目録・土地など沢山あった
ら番地を間違えてしまってはいけないので登記簿
謄本を添付し別紙とし、この部分はパソコンでも
良いとなりました。
いま言ったような内容で遺言書は書いておいても
いいのですが、ただし法務局に預けるのは来年7月
10日からとなります。法務局の窓口で本人確認し
てそのまま出すスキャナーし保管されます。
今まで相続が発生した場合預金は下せなかった
ですが、相続するであろう金額の3分の1までは下
せます。たとえば1000万あったら配偶者は2分の1
の500万、子供2人の場合250万づつで、もし子供
がほしいとなったら250万の3分の1は下せるよう
になりました。配偶者に優しくなった改正ですが
結婚20年以上という条件があります。
Ｑ税金？
Ａ相続税は配偶者には1億6000万までかからない、
3000万までの基礎控除と相続人の数×600万まで
はかかりません
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2018-2019年度国際ロータリー・テーマ

インスピレーションになろう
2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン

2019年3月

水と衛生月間
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

RI2500地区
帯広南ロータリークラブ
創立平成2年4月23日
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ホームページが新しくなりました

http://www.obihirominami-rc.com
・例会日／月曜日
12:30~13:30
・例会場／北海道ホテル
帯広市西7条南19丁目
・ 0155-21-0001
・事務所／
帯広経済センタービル4F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

会長方針

ロータリーを居心地の良い場所にしよう。
そして温かい関係をもたらそう。

■会長挨拶
小田衣代 会長
さくら前線が北上する季節となり、今日から福岡
と、宇和島が開花宣言をする予定だそうです。
3 月 9 日の IM は皆さまお忙しい中、ご出席いただき
ありがとうございます。成瀬パストガバナーより職業
奉仕についてのお話があり、自分の職業を通して社会貢献をす
ること、そしてロータリーでの出会いに感謝し、ロータリーを
新入会員にきちんと伝えて言ってほしいと、そして和久井アナ
ウンサーは、スポーツキャスターとしての 47 年間の中で、17
年間に出会ったスポーツ界の方たちのエピソードを楽しくお話
をしていただきました。とても有意義のある時間でした。
さて、昨年の 2 月に行われました 7 ロータリクラブの例会で、
講演をしていただきました、株式会社ムーミン物語の大林久人
様を覚えていらっしやいますか？当クラブの松田英明会員のご
紹介だったと思います。この 3 月 16 日にムーミンバレーパー
クが埼玉県飯能市にオープンしました。このテーマパークは地
方創生の新しいモデルとして全国に参考になるものであります。
当時大林様は講演の中で地域と連携して地域の資産になるもの
を作っていきたいという事で、建設も大手ゼネコンではなく、
地元の企業 28 社、資金も地元の金融機関 5 行から融資を受け、
シャトルバスも地域のバス会社 3 社と提携、昨年のふるさと
納税も 2 億 5 千万円、雇用も 1000 人を数えオープンしました。
飯能市がこの誘致に成功したのは、もともとムーミンの原作者
のトーベ・ヤンソンお墨付きの「トーべ・ヤンソンあけぼのこ
■出席状況報告
1月平均出席率

■2500地区2019年 1月
平均出席率 79､0％
■帯広5RCクラブ出席率

81.6％

■ニコニコ献金
3月18日

13,000円

累計

580,000円

帯 広ＲＣ 78.3％
帯広北ＲＣ 77.6％
帯広南ＲＣ 81.6％

1月

帯広東ＲＣ 95.4％
帯広西ＲＣ 79.7％

