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例会開始前の握手会 

司会進行 石井英男 SAA 

 

ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 奉仕の理想・ 

 

四つのテスト唱和  

井上脩士 会員 

 

（夜間移動）例会プログラム 

和風レストラン とき 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト 井上脩士 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

委員会報告 

第三木曜ゴルフ会 加藤 勉 会員 

 

出席報告  

スマイル報告  

点鐘 
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鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「インスピレーションになろう」 

“BE  THE  INSPIRATION”  

第 1257回例会 2018年 9月 19日 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、9 月も中旬

を過ぎ、朝晩は涼しくなってきま

した。気候の変化と共に体調管

理はいかがですか？ 

さて、本日は会員全員に関

わる相続の件でお伝えします。 

財産を相続～遺産相続と生前贈与が有ります。 

相続～単純相続、限定相続、相続放棄 

正の財産、負の財産（借金）も相続対象 

相続相談～通常４９日以降相続人全員の承

諾と実印、死亡者との関係 

3 月以内に財産の調査、まとまれ

ば～（遺産分割協議書） 

相続放棄～3ケ月以内に居住地の家庭裁判

所に相続人全員の申請。 

被相続人の戸籍謄本、住民票の

除票、相続人の戸籍謄本、印鑑

証明（実印で申請）、相続放棄の

申述書提出～国家財産に 

４ケ月以降は単純相続したものと

みなす（借金も） 

限定相続～負の資産をプラスの資産から処

理して残れば相続。 

故人の財産、負債、借金の全容を早期に把

握必要。 

期間～3 ケ月、4 ケ月、10 ケ月、1 年、3 年の大

事な期間あり。 

3 ケ月～財産（正、負）の調査、申告期限（熟

慮期間） 

4 ケ月～単純相続確定、故人の所得税申告

納付期限（準確定申告） 

10ケ月～相続税申告、納付期限 

1年～相続遺留分減殺請求期限 

3 年～配偶者の相続税軽減の手続き期限

（家、土地等現在地に居住） 

相続順位～配偶者は常に相続人、子供は第 1

順位、（孫は代襲相続）又は父母、祖父母は第

2順位、兄弟姉妹は第 3順位。 

（例）妻と子供 2 人が相続人～妻は１/2、子は

１/4ずつ相続 

子供無し、妻だけ～妻は全部 

         孫が存命なら相続人（代襲

相続、遺留分あり） 

配偶者と父母～配偶者は２/３、父母が

１/3（遺留分有り） 

        配偶者と兄弟姉妹～配偶者

は１/4,兄弟姉妹は１/4（遺留物なし） 

独身者～兄弟姉妹も死亡の場合～甥

姪が相続（遺留分なし） 

2015 年度の相続税改正で控除額減少 

3,000万＋法定相続人＊600万 

主に高額所得者、富裕層を中心に課税対象

者が全国で倍増、特に首都圏は約 2割 

相続はまったなし、相続人の範囲と順位、課

税対象になる財産の有無を確認。 

死亡当日から起算して 10ケ月以内に相続税

の申告、納付必要（納税は現金のみ） 

故人の配偶者は 1億⑥千万円まで非課税（1

次相続）、子供又は代襲相続人の相続（２次相

続）特に家、土地のみの財産の場合は共同相

続すると後で争続に？ 

 

相続手続きの状況 

(1) 死亡届～死後７日以内に故人の本籍地

又は居住地の役場に届ける。 

担当医師の死亡診断書、火葬等許可申請

書を役場に届ける 

火葬許可書を貰い次第葬儀社へ提出、葬

儀社はそれを火葬申込 

(2) 葬儀～葬儀にかかった費用は相続財産よ

り控除出来る。すべて記録必要 

(3) 遺言書の確認～故人の遺志が最も尊重さ

れる。自筆遺言＜公正証書遺言 

いずれも家庭裁判所で検認のこと。 

(4) 相続人の確定～故人の出生から死亡ま

での全ての戸籍、改正原戸籍の謄本を入

手して相続人の確定をする。認知（非嫡出

子）も同権利あり。 
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(5) 遺産の調査～プラス（家、土地、不動産の

評価、預金、定期、株券、証券 

20 万以上の書画骨董、貴金属、生命保険、

損害保険各種動産評価（車、会員権等）ネ

ット銀行、証券の残高確認～マイナス（借金、

ローン残高、債券、債務、クレジット残高買

掛金等） 

(6) 遺産分割協議～遺言が有れば優先、無

ければ相続人全員で遺産分割協議相続放

棄しても法定相続分の半分の遺留分有り。 

(7) 各種の相続手続き開始、相続税申告と納

付（現金） 

生命保険の死亡受取人～各種の財産と切

り離して受取人固有の財産。 

契約者が生前に指定（生前なら何度も受取

人変更可能） 

(8) 相続税軽減手続き 

配偶者は法定相続分又は 1 億 6 千万円ま

での相続分は非課税。 

小規模宅地の特例（居住）土地の評価を

50％～80％軽減、農地も同様の軽減措置

あり。 

要件～申告期限内（相続開始後 10 ケ月以

内）に相続税の申告をする。 

 一緒に（申告期限後３年以内の分割申込

書）提出。 

 その後 4 ケ月以内に税務署に（更生請

求）手続きする。忘れると 

 相続税が高額になる。 

以上 

 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 9/12 ガバナー公式訪問、

皆様のご協力持ちまして

終了 

(2) 9/30 ふれあい広場ふー

せんアーチ作り協力願い 

(3) 11/10 〜11/11地区大

会 12 :30 登録 13:00点鐘 

(4) 西日本豪雨災害協力御礼及び寄付報告 

(5) 腎・アイバンク大会について 

以上 

委員会報告 

木曜ゴルフ会 加藤 勉 会員 

 
 

出席報告  

 

 本日 修正 

 9月 19日 9月 12日 9月 5日 

 1258回 1257回 1256回 

 夜間例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 35 36 

出 席 数 22 30 24 

欠 席 数 13 5 11 

例会出席率 62.86% 85.71% 66.67% 

Ｍ Ｕ 数 1 0 1 

合計出席数 23 30 25 

出 席 率 65.71% 85.71% 69.44% 

赤文字は修正 
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編集後記 

宮内たけし 

見方を変えれば見る目も変わる 

 

最近の歌に「彼岸花の咲くころ」（唄 中澤

卓也）というのがある。 

 

暑い夏が去り 秋の風が立ち 

君と別れた 九月がやってくる 

恋の予感がしてたのに 

君は突然 遠い街 

 

赤い彼岸花 逆さにつるして 

線香花火みたいねと 無邪気に笑った君に 

さよならと 告げられた 

彼岸花の咲くころ 

 

観察力の鋭さである。 確かに逆さに見てみ

れば 線香花火みたいに見える。 

見方を変えれば 見る目が変わるものであ

る。 

 

彼岸花の名前は、秋の彼岸ごろから咲き始め

ることに由来する。 

別の説には、「これを食べた後は『彼岸（死）』

しかない」というのもある。 

もともと「彼岸」という言葉は、お釈迦様が

悟りを開き涅槃に入られたという、 

いわゆる「あの世」を指している。 

彼岸花をうっかり食べてしまうと、毒によっ

て、すぐにあの世へ旅立つというのである。

実は、ヒガンバナの球根の中にはリコリンと

いう有毒成分が入ってるといわれる。球根一

つに 15mg のリコリンが入っており、ネズミ

で換算すると 1500 匹の致死量に相当する量

という。 

お墓場に彼岸花が多いのも、この花の有毒性

を利用して、遺体を動物から守るためと言わ

れている。 

別名の「曼珠沙華（まんじゅしゃか）」は、

引退した歌手の山口百恵さんが歌った曲の

タイトルで有名になりました。曼殊沙華はサ

ンスクリット語で、「天界に咲く花」 とい

う意味。『おめでたい事が起こる前兆として、

天上から赤い花が降ってくる』 

  

彼岸花の別名 

「死人花（しびとばな）」 「幽霊花（ゆう

れいばな）」 「地獄花（じごくばな）」 「毒

花（どくばな）」 「痺れ花（しびればな）」 

「天蓋花（てんがいばな）」 「狐の松明（き

つねのたいまつ）」 「狐のかんざし」 「剃

刀花（かみそりばな）」 

「葉見ず花見ず（はみずはなみず）」 「雷

花（かみなりばな）」 「龍爪花（りゅうそ

うか）」 「天蓋花（てんがいばな）」 「狐

の松明（きつねのたいまつ）」 「狐のかん

ざし」「剃刀花（かみそりばな）」 

最近のＮＨＫの番組に「チコちゃんに叱られ

る」という人気番組がある。 

「ボーっと生きてんじゃねよ」と叱られる気

がする。 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

9月 26日

（水） 

第 1259回通常例会 

IM実行委員会 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月 3日

（水） 

振替休会 

(10月 13日鴻巣花火大会) 

10月10日

（水） 

第 1260回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月13日

（土） 

第 1261回移動例会 

第 17回こうのす花火大会 

18：30 開会 糠田グラウンド 

10月17日

（水） 

第 1262回通常例会 

外来卓話 

10月24日

（水） 

第 1263回移動例会 

職場訪問： 

長野県東御市ワイナリー 

10月31日

（水） 
休会 

11月 7日

（水） 

第 1264回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

11月 

10･11日 

(土･日） 

第 1265回移動例会 

地区大会 

浦和ロイヤルパインズホテル 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


