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　うれしいお知らせがあります。植草さんが
会社の了解を得られ、例会に出られることに
なりました。また、本日は新会員の永澤信さ
んの入会式があります。
　今、魚の名前を言いますので、食べたこと
があったら何かリアクションしてください。
イワシ、ウグイ、サケ、アイナメ、ブリ、タ
イ、サバ、カツオ、マグロ、ヒラメ、カレイ、
フグ。この魚は是川遺跡の一王子遺跡の貝塚
から出た骨です。縄文人は5000年ちょっと前
からフグを食べていました。七戸町の二ツ森
貝塚、三内丸山からもフグの骨が出ています。
　当時もフグ毒にあたって亡くなった人がい
たかもしれませんが、それほどフグは毒が
あっても食べたくなる魚です。豊臣秀吉が朝
鮮出兵で下関に大勢の侍を集めた際もフグ中
毒で結構亡くなった。それを機にフグ禁止令
が出て幕末まで続いた。ただ庶民はその決ま
りがなかったので食べていたようです。
　松尾芭蕉は元々武家の出身で非常に物事に
ついて慎重だったようで、「河豚汁や　鯛も
あるのに　無分別」との句があります。鯛と

いう魚があるのに、わざわざ危ないフグを食べ
るのは何とも浅はかなことかということです。
　一方、小林一茶は農家の出身ですので、同
じフグでも「河豚食わぬ　奴には見せな　富
士の山」。フグを食べる勇気もないやつに富
士山を見る資格はないと、逆にフグを絶賛し
ています。フグは鉄砲と言われますが、フグ
も鉄砲も当たれば死ぬということが由来らし
いです。歴史的に見ると、安心して食べられ
るまでに先人たちの犠牲があったことを感じ
ながら、日々の食べ物に対してちょっと注目
していただければと思います。

〇入会式　　　　　　　　　　道尻誠助会長
　永澤さんは東京海上日動火災保険株式会社
八戸中央支社長で、大菅祥弘さんの後任、岩
手県のご出身です。非常にゴルフが上手で、
　　　　　　　　　　　皆さんうかうかして
　　　　　　　　　　　いられないですよ。
　　　　　　　　　　　（写真はバッジ伝達
　　　　　　　　　　　の場面）

永澤　信さん
　₄月に着任しましたが、前任地が千葉県銚
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子市だったため、₂週間ほど在宅勤務をして
いました。銚子では₄年半、銚子ロータリー
クラブでお世話になっていました。出身は一
関市で、いずれは東北で働いてみたいと常に
思っていました。65周年の伝統ある八戸ロー
タリークラブで一緒に活動させていただける
ことは本当に光栄で、身が引き締まる思いでお
ります。親睦に奉仕に一生懸命頑張っていき
たいと思いますし、いろんな機会の扉を開くと
いう思いで参加させていただきたいと思って
いますので、ご指導をよろしくお願いします。

〇地区行事として、₅月22日㈯に2021-22年
度地区研修協議会がホテルサンルート五所川
原で行われます。現地参加とオンライン参加
のハイブリット形式の開催です。参加者は今
一度ご確認をお願いします。
〇次週₅月26日㈬の例会は地区研修協議会報
告と「ロータリーの友」₅月号紹介です。
〇近隣のコロナ患者の療養状況です。市民病
院₆名、日赤₂名、宿泊療養施設に17名と一
時期より増えてきました。今一度ご注意のほ
どお願いいたします。

親睦・会場委員会　　　　　広瀬　知明委員
〇ニコニコボックスの報告
◦会員誕生祝　岡崎孝文さん
◦奥様誕生祝　道尻誠助さん
◦結婚記念日　村井　達さん
中村稔彦・岡崎孝文さん　（会員誕生日）
道尻誠助さん　₄年に１回誕生日があれば若
　　　　　　　返るかも？（奥様誕生日）
今　彰夫さん　（奥様誕生日、結婚記念日）
植草　務さん　今回から例会に参加できるよ
　　　　　　　うになりました。
福井哲郎・　�植草さんの卓話、楽しみにし
　　　　　　�
赤澤栄治さん�ております。
田部久貴さん　皆さま、大変お世話になりま
　　　　　　　した。

小林幹夫さん　田部さん、また八戸でお会い
　　　　　　　しましょう。
渡辺　孝さん　田部さん、ご苦労様でした。
佐々木泰宏さん　第１回水曜会ゴルフ、図ら
　　　　　　　　ずも優勝しました。参加の
　　　　　　　　皆さん、ありがとうござい
　　　　　　　　ました。
橋本八右衛門さん　ただいま事務所で春のに
　　　　　　　　　ごり酒特売中です。ここ
　　　　　　　　　だけの話。

会報・広報委員会　　　　　広瀬知明委員長
　今年１月に「八戸ロータリークラブレ
ター」新年号を発行しましたが、道尻年度を
振り返ってもう１回クラブレターを募集しま
す。締め切りは₆月25日㈮。１年を振り返っ
ていただき、それぞれの思いや印象的な出来
事を書いていただき、次の小井田年度につな
いでいければと思っています。ご協力のほど
よろしくお願いします。

小菊荘花壇整備報告　　　　　渡辺　孝さん
　₅月15日㈯午前10時から小菊荘で花を植え
る活動を行いました。天気にも恵まれ、小菊
荘の子ども約10人とお母さん、佐藤寮長とス
タッフ、パセリーナから₃人、八戸ロータ
リークラブから道尻会長、紺野幹事、鶴飼さ
ん、奈良さん、植草さん、広瀬さんと私の₇
名が参加＝写真＝し、総勢30人近くで活動を
行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　最初にパセ
　　　　　　　　　　　　　　リーナの出町
　　　　　　　　　　　　　　さんから苗の
　　　　　　　　　　　　　　取り出し方や
　　　　　　　　　　　　　　植 え 方 を 教
　　　　　　　　　　　　　　わった後、み
んなで植えていきました。植えたのは色とり
どりの花々、ベコニア、サルビア、マリー
ゴールドなどに加え、トマト、キュウリ、ト
ウモロコシなどの野菜も植えました。子ども
たちが一番楽しんだのが水やりで、ジョウロ
で水をまきながらとてもはしゃいでいました。
　小菊荘には南側と北側に総延長80㍍くらい

幹 事 報 告　紺野　　広 幹事

委　員　会　報　告
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の花壇があり、合わせて400本くらいの花を
植えたと思います。終わった後に野菜の育て
方を出町さんから教わり、お開きとなりまし
た。今後もまた機会がありましたら、皆さま
の参加をお願いします。

水曜会　　　　　　　　　　松本剛典幹事長
　₅月16日㈰、記念すべき第１回水曜会コン
ペを八戸カントリークラブで行いました。天
候にも恵まれ、皆さん１回目にしてはなかな
かいいスコアが続出しました。水曜会の佐々
木泰宏会長が優勝、₂位は夏堀優子さん、₃
位は妻神美穂子さんと女性が上位を占め、本
当に盛り上がりました。次回は₇月₈日㈭、
ニュー軽米カントリークラブです。皆さん
奮ってご参加ください。

退任あいさつ　　　　　　　田部　久貴さん
　　　　　　　　歴史と伝統のある八戸ロー
　　　　　　　タリークラブで私のような若
　　　　　　　輩者を本当に温かくご指導い
　　　　　　　ただきありがとうございまし
　　　　　　　た。先週の₅月20日㈭に急に
　　　　　　　辞令が出て、17日㈪にニュー
スリリースが出ました。出たのが次の支店長
の名前だけだったので、全国からセクハラか
パワハラかという連絡が相次ぎました(笑)。
先週新聞でも取り上げられましたが、野村證
券と₃地銀が出資して新しい会社をつくるこ
とになり、そこで経営に携わる仕事に就くこ
とになりました。経営の仕事ということで、
個人的にわくわくしています。
　私は八戸で初めて支店長を経験し、ロータ
リーにも初めて参加しましたが、経営者の皆
さんと一緒に過ごさせていただいたことが本
当にこれからやるビジネスですごく役に立つ

と思います。ローターアクトの活動が途中で
終わってしまうのが心残りです。後任の広岡
徹也は私の同期で、在宅勤務等を経て例会に
出席するのは₆月末くらいになるかもしれま
せんが、私同様に鍛えていただければと思い
ます。₂年₃カ月の短い期間でしたが、本当
にありがとうございました。

　　　　　　「大きく変わる相続に備えて」
植草　務さん

（SMBC日興証券八戸支店長）
　　　　　　　　2019年12月に八戸ロータ
　　　　　　　リークラブに入会しました。
　　　　　　　昨年₂月以降のコロナ禍で会
　　　　　　　社の指示によりリモートで参
　　　　　　　加していましたが、本日より
　　　　　　　参加がOKになりました。
　簡単に自己紹介します。出身は千葉県船橋
市で、実家はせんべい店。昭和 39 年生まれで、
家内と社会人の娘₂人がいます。家内に言わ
せると、私は“わらしべ長者”だそう。大学
卒業後、住友生命関連の泉証券に入社。その
後、合併によりSMBCフレンド証券に転職、
2018年にSMBC日興証券になりました。35
才ごろからいろんな所で支店長をやり、営業
一本で相場を張っています。
　最近、相続や贈与の相談件数が増えていま
す。2015年に相続税の大幅改正があり、相続
税の負担が増えました。今までは全体の4.4
％くらいが相続税を払う人だったのですが、
現在は8.3％に。二つほど制度が大きく変
わったためです。一つは基礎控除の引き下げ。
配偶者と子ども₂人の家庭で、今までは5000
万円+1000万円×相続人₃で8000万円が基礎
控除でしたが、現状は3000万円+600万円×
相続人₃人で4800万円と大きく下がりました。
もう一つの改正点は、₃億円を超える相続財
産に対して50％課税が最高税率だったのです
が、今では₆億円超の財産に関しては55％の
最高税率。₂～₃億円には45％と税率が₅％
ほど上がりました。
　相続税の早見表です。遺産額が₅億円だと
配偶者１人と子ども１人の一次相続、二次相



続の合計は改正前後で1735万円の増税。遺産
が₂億円だと1800万円の増税です。一方、国
税庁の統計で相続財産の構成を見ると、相続
財産の46.5%は換金が困難なもの、例えば土
地、宅地、事業財産、家、非上場株式です。
場合によっては財産を引き継いだときに相続
税が払えないという問題も出てきます。換金
が困難な財産だと、遺産分割で結構もめたり
というケースがあります。
　遺産分割の争い、争続の状況ですが、近年
は遺産分割申し立てが増加傾向にあり、遺産
額5000万円以下が全体の80％を占めています。
昔は家を継いだ長男が大半を相続していたと
思いますが、男女平等の世の中になり、意識
が変わったからではないでしょうか。争続に
なるといろんな問題が出てきます。一つ目は
相続人全員の合意がないと相続財産の譲渡が
できない。二つ目は相続開始から10カ月まで
に分割協議がまとまらないと、小規模宅地の
特例や配偶者の税額軽減特例が使えなくなる。
さらに、申告遅延による延滞税・加算税がか
かってきます。
　では、相続対策を効果的に進めるにはどう
したらよいか。もめない対策として一番いい
のは遺言を作ること。経営者であれば後継者
や自社株をどうするか、自らの思いを含めて
遺言書を書いておく。生前贈与や保険を活用
した遺産分割の仕方もあります。死亡保険金
は遺産分割の対象外のため、受取人を指定す
れば遺言と同様の効果があります。
　相続税は増税になりましたが、贈与税は非
常に緩和されました。国内財産の₆～₇割は
高齢者が持っているので、それを若い人たち
に移しましょうというのが国の考えです。結

婚、子育て資金、教育資金の一括贈与や特例
贈与の新設、住宅所得等資金の贈与などを
使って相続財産を減らすということです。税
率が下がった暦年贈与を活用して毎年贈与さ
れる方もいます。では、生前贈与金額はどう
すればよいか。例えば相続財産が₃億円、相
続人が配偶者と子ども₂人の場合、相続税の
実効税率は16％。贈与税だと800万円の実効
税率は14.8％でほぼ変わらない。そう考える
と、贈与税は非課税の110万円でやるよりも
800万円でやった方が最終的にはトータルの
税金が安くなる。こんなところも考えた贈与
を検討していただきたいと思います。
　今までの話をまとめて、具体的なケースで
お話します。財産₃億円で配偶者と子ども₂
人のケースです。税制改正前は一次、二次合
わせて3500万円の相続税がかかりましたが、
改正後は4700万円に増えます。先ほど贈与税
の話をしましたが、孫の世代にも暦年贈与を
した方が節税効果が大きくなります。110万
円を子ども₂人と孫₂人に10年間贈与した場
合は1290万円くらいの負担が軽減されます。
贈与額が500万円だと2335万円の負担軽減に
なります。
　一番手っ取り早い相続税対策は生命保険
の活用です。500万円×法定相続人数という
非課税枠があります。500万円の死亡保険の
非課税枠で₃人に1500万円を使えば206万円
で、約100万円の税金が得になります。
　基本的な相続、贈与の問い合わせが多いの
で概略だけをお話しさせていただきました。
一度自分の財産がどうなのかを調べながら、
うまく贈与を使ったりしてお金を遺すことを
考えていただきたいと思います。
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₅月１₉日現在

財団寄付額　￥₃₉₀，₃₀₀
目標達成率　　　　₃₃.₆％
寄付者数　　 　₂１／₆₂名
米山寄付額　￥₂₈₀，₈₀₀
目標達成率　　　　₄₅.₃％
寄付者数　　 　₂₀／₆₂名


