2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 片野之万

副会長 : 清水 裕

2017 年 11月 30 日
日 11 月 30 日 会員数 61 名
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9日

会員数 61 名
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対象者 58 名 出席者 38(37) 名

出席率 65.52 %

対象者 58 名 出席者 40(37) 名

出席率 65.57 %

入会（平成 28 年 10 月 20 日入会）記念卓話
㈱アイ・ティ・コンサルティング
米山 範明

例会日
会 場
事務局
連絡先

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

5名

計

45

名

修正率

本

幹事：三荒弘道

73.77 %

の？」とか「相続対策より自分の老後が心配」とか「老
後認知や介護状態になったらどうしたらいいの？」とか
「資産が土地ばかりで納税するお金が心配」とか「そも
そも相続財産がいくらあるかわからない」などが考えら
れます。そもそも相続は、相続税を払う人だけの問題な
のでしょうか？司法統計のデーターによると 5,000 万円以
下の財産の内容であるにも関わらず、揉めた件数が、全
体の７５％を占めています。このことから「相続」の問題
は、
「争族」も問題がほとんどとなってます。一般的に「相
続問題」とは、
「相続税納税の問題」と「相続財産の分割
問題」と考えがちですが、実は相続によって引き起こされ
る家族間の「気持ちの問題」が大きいということです。
ここを抑えないと相続問題は解決できません。

大幅増税となった相続税制のポイント

卓話

相続対策のポイント

株式会社 アイ・ティ・コンサルティング
米山 範明
昨年１０月に認証をいただきました米山範明です。本
日は、少しでも「聞いて良かったな」と思っていただけ
るようにする為に「相続対策」についてのお話をさせて
いただきたいと思います。皆さんもご存じかと思いますが、
相続税法の改正により H２７年１月から大幅増税となって
おります。その点を踏まえてどのような対策していくこと
が、重要かをお話させていただきます。まず３つのポイ
ントがございます。
１つ目は「そもそも相続問題とは」どういうものなの
か？、２つ目は「大幅増税となった相続税制のポイント」
３つ目は「相続対策で押さえておくべきポイントは？」です。

そもそも相続問題とは

１つ目の「そもそも相続問題とは」ですが、多くの方
が「具体的にどうしたらいいの？」が分からないと思いま
す。例えば「自分が亡くなったら、自分の財産を誰が相
続するの？」とか、「遺産を巡って、家族が揉めることが
ないかしら？」とか「相続税を一体どれくらい払えばいい

２つ目の「大幅増税となった相続税制のポイント」は、
基礎控除額と相続人１人あたりの控除額が 6 割に減らさ
れたことと税率構造の見直しです。６億円超の財産への
最高税率が 55％となりました。基礎控除の縮小により相
続の申告対象者が大幅に増えることとなります。

相続対策で押さえておくべきポイント

３つ目の「相続対策で押さえておくべきポイント」は、
①争族対策（相続が争族にならないために。）、②節税対
策（相続税をできるだけ低く抑える）、③納税対策（相続
税は、10 カ月以内の現金納付が原則）の３つが大事で
ある。この３つのポイントを踏まえて、財産の状況把握、
遺言書の作成、生前贈与、生命保険、不動産を有効に
活用して具体的な相続対策を進めていくことがポイント
です。
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◎国際ロータリー第2780地区ローターアクト年次第29回
地区年次大会が開催されます。
日時：2017 年 12 月 3 日（日） 13:00 〜 受付開始
場所：小田原箱根商工会議所
森誠司委員長が出席されます。
◎第7回インター・ローターアクト委員会/
地区IACアクターズミーティングが開催されます。
日時：2017 年 12 月 9 日（土）
13:00 〜 13:50 委員
14:00 〜 17:00 アクターズミーティング
場所：第一相澤ビル 6 階
森誠司委員長が出席されます。
◎第6回日台ロータリー親善会議のご案内
2018 年 3 月 1 日（木）に第 6 回日台ロータリー親善会
議と懇親会を台湾高雄市で開催されます。翌日に観光
が 2 コースあります。
参加を希望される方はお早めに事務局までお願いいた
します。
講話が終わり片野会長と記念写真です
卓話者ご紹介
米山 範明（よねやま のりあき）
1968 年３月１６日生まれ（49 歳）

◎次週の例会はクラブ年次総会です。
◎本日の例会後に臨時理事・役員会を開催いたします。
理事・役員の方は会場にお残りくださるようお願いいた
します。

委員会報告

明治大学

卒業後 三井リース事業㈱
（現 JA 三井リース事業㈱）に入社
３0 歳の時にソニー生命保険㈱に入社
その後生損保乗合の代理店に所属し現在に至る。

・姉妹クラブ委員会 委員長 前田孝平
明日 12 月 1 日より 3 日まで台南東 RC 創立 51 周年記
念式典へ片野会長はじめ総勢 9 名で出席して参ります。

現在の所属先は、㈱アイ・ティ・コンサルティング
（生保１９社・損保１０社・少額短期１社）。
保有資格

・親睦委員会 委員長 小林誠
12 月 21 日（木）クリスマス家族会のお知らせ

AFP（日本 FP 協会認定）
TLC（生命保険協会認定 FP）
相続診断士
２級 DC プランナー

メークアップ（MUP)

嶋田政光、清水裕、常盤卓嗣、森誠司、柳川正人会員

（一社）相続・事業承継コンサルティング協会 会員
（一社）財務セカンドオピニオン協会 会員
（一社）中小企業経営支援者協会
会員
（一社）社長の年金コンサルタント協会 会員
幹事報告

本日のスマイル

19名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定

◎上期情報集会開催のお知らせが既に全会員に送られて
いることと思います。
早速本日の例会後より開催されるグループもあります。
12 月 14 日の例会で、集会での皆様のご意見をまとめ
た報告会を開催いたしますので、多くの方のご出席と
活発なご意見をお願いいたします。

クラブ会報委員会

5名

◎ 馬上 晋

12月07日
（木）クラブ年次総会
12月14日
（木）クラブ協議会、上期情報集会報告会、
IMキャラバン隊訪問
12月21日
（木） 夜間例会 クリスマス家族例会
12月28日
（木） 休会
現在ございません

市内例会変更

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

