
 

  
平成２９年３月１３日 発行 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

平成２９年３月１３日（月）第1888回例会 

19：00  開会点鐘 
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（奉仕の理想）斉唱 
会長の時間 

幹事報告・委員会報告 
会員卓話 三寺 康信 会員 

             『いじめについて』 
20：00  閉会点鐘 

平成２９年３月２０日（月）春分の日の為 休会 

平成２９年３月２７日（月）第1889回例会 
新入会員卓話 関山 雄士 会員 

『アドラー心理学を知る』 

 

本日の例会 次回例会

お知らせ

3/19(日)  会長エレクト研修ｾﾐﾅｰ（PETS）（京都） 
       金会長エレクト 出席予定 

4/16(日)  地区職業奉仕「講演会」（京都） 

4/ 2(日) ボランティア婚活（丸岡城 桜まつり会場） 
      社会奉仕委員会 主催 

4/16(日) U-9坂井市少年サッカー大会（丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ） 
      青少年奉仕委員会 主催 

 

 

今後の予定

平成２９年４月 ３日（月）第1890回例会 
ロータリーの友解説（４月号） 金 会員 
外部卓話 えちぜん鉄道 専務取締役 伊東 尋志 様 

『地方創生について』（仮） 

平成２９年４月１０日（月）振替休会 
⇒４月９日（日）地区大会（サンドーム福井） 

平成２９年４月１７日（月）第1891回例会 
新入会員卓話 納谷 隆俊 会員 

平成２９年４月２４日（月）振替休会 
⇒４月２１日（金）三国ＲＣと合同例会 

（ホスト：三国ＲＣ）  第1892回例会 

平成２９年５月１３日（土） 
島原南ＲＣ ３０周年記念式典 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本日のゲストは相続手続支援センター福井の青木克博さまです。後ほど相続に関する卓話を頂きます。相続の話

では昨年より相続税の基礎控除が減額されて、福井県では約2％前後の方に課税されていたものが、約3倍増え

て６％の方に相続税が発生することになったと聞いています。相続税も相続手続きも残された人が大変なのです

が、今日は残す側の対策を教えて頂ければと思っております。 

さて、国際奉仕委員会が申請しているグローバル補助金ですが、地区の承認が下りたあと、先月中頃、私のメー

ルに直接連絡があり、ＲＩの承認手続きのために丸岡とタクアパの会長と、2650地区と相手先の3330地区の

地区財団委員長とガバナーの承認をインターネット上から行なうよう指示がありました。早速、私もマイロータリ

ーからＩＤ・パスワードを入力して承認をクリックしたところ、丸岡の会長の承認待ちというところが「承認済」

に変わりました。その後、岡田さんがタクアパに催促していただいたおかげで、2週間で双方のガバナー含めすべ

ての方の申請承認がおりました。早ければあと４週間で最終承認がおりる段階に来ています。海外の地区ガバナー

や財団委員長にもこうしてインターネットでスムーズに承認が取れる手続きに大変驚いた次第です。 

 

 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2017年度決議審議会へ提出の「決議案」について 

2017年度決議審議会へ第2650地区からの「決議案（6件）」 
を提出するに際し各クラブの承認を「地区大会」で得る 
必要がある為、地区大会の時間的制約から事前に「決議案」 
を案内。 

②米山奨学生の世話依頼について 
委嘱状・カウンセラーバンドブック 
地区オリエンテーション４/２３（日） 

≪他クラブより≫ 

①会報   

≪その他≫ 

   

   

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 4/13 

福井東RC 月 3/13 

福井あじさいRC 金 3/24 4/14 6/30 

鯖江RC 金 3/17 

武生RC 火 4/11,25 

武生府中RC 木 3/30 

敦賀西RC 木  3/16 4/6 

大野RC 水  4/5,12 

 
ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  4/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

第１１回理事会 議事録              ３月６日（月）開催 

【審議事項】    

①４月例会プログラムについて  
林田千之理事より４月例会プログラムについて資料に基づき説明 
山下会長より4/21(金）三国ＲＣ合同例会について、例会内容ＰＲ 
の為、3/27（月）例会に三国ＲＣ様が来訪予定の旨説明 ⇒承認 

②4/16  U-9坂井市少年サッカー大会について 
山下会長より資料に基づき説明（東角委員長欠席の為） 
林田千之理事より地区職業奉仕講演会と日程重複の為、会員参加要
請について発言 山下会長より事業優先の旨説明     ⇒承認 

③6/12 職場訪問について 
林田千之理事より資料に基づき説明 例会（食事付）後バス移動に 
て職場訪問 小林化工株式会社様           ⇒承認 

④青少年交換プログラムを多地区合同奉仕活動とする件について 
山下会長より資料に基づき説明              ⇒承認 

⑤「ﾛｰﾀﾘｰ財団100周年記念シンポジウム」参加者と費用支出の承認 
山下会長より資料に基づき、可能な限り出席の旨を説明 ⇒承認 

⑥国際奉仕・青少年奉仕による交通費補助について 
不足が生じた場合、特定資金からの拠出を認める承認 
山下会長より、資料に基づき説明                      ⇒承認 

【協議事項】 

①特定資金を取り崩す際の承認手続きについて 
山下会長より４代前会長まで溯って承認があれば、特定資金からの 
拠出を認める細則を決めて行きたい旨を説明。 
林田千之理事より理事会承認で良い旨が提案。 
奥村理事より過去の事例から慎重にと提案。 
山下会長よりまだ時間があり周りの意見をもう少し伺ったうえで 
決めて行きたい旨説明。             ⇒継続審議 
                        

      
  
      

②5/19～21ＲＹＬＡへの参加者登録について 
山下会長よりＲＹＬＡ参加者は東角建設社員様で決定 
詳細は追って東角委員長から説明がある旨説明 ⇒了解 

【報告事項】 

①グローバル補助金の経過報告の件 
山下会長よりグローバル補助金の経過報告について説明 
                      ⇒了解 

②5/13島原南RC30周年式典参加者・交通費補助について 
山下会長より詳細の説明           ⇒了解 
          

４月プログラム 

日  時 内  容 

4/ 3（月） 

祝事 ロータリーの友解説（４月号）金会員 

外部卓話 えちぜん鉄道 専務取締役 伊藤尋志様 

 『地方創生について』（仮） 

4/10（月） 
休会 

 4/9（日） 地区大会と振替 

4/17（月） 
新入会員卓話 

納谷 隆俊 会員          演題：未定 

4/24（月） 
休会 

 4/21（金） 三国ＲＣ合同例会と振替 

 



  外部卓話                       プログラム委員会 

『 相続を争族としないために 』  

               行政書士 青木 克博（あおきかつひろ）様 

青木行政書士事務所・所長 

相続手続支援センター福井・センター長 

株式会社スタートアップ経営・代表取締役 

保有資格：行政書士、相続診断士、2級ファイナンシャルプランニング技能士 

事 務 所：〒９１０－０００６ 福井市中央2丁目3番１８号  稲澤ビル１Ｆ 

     ＴＥＬ０７７６－２１－３５５０ ＦＡＸ２１－３５５１ 

 

相続税の非対象者による紛争の割合は７４％。家庭裁判所に持ち込まれる相談数も年々増加しており１年で１８万件あります。

『うちはそんなに資産ないから、対策なんて必要ない』と思っている方が非常に多くいらっしゃいます。 

しかし、相続争いになっている約３/４が総資産５０００万円以下の相続です。 

つまり、一般のご家庭での揉め事がほとんどを占めていることになります。 

『うちは、財産が少ないから争族にならない』と言ってる方が、揉めてしまっているのです。  

一方、資産家においては、生前にしっかり対策をして、相続を迎えることが多く、比較的穏やかな場合も多いことが見受けら

れます。もちろん、絶対数の違いもありますが、争族は「資産家の話し」ということではないということです。 

うちには本当に争族の種がないのか、ひょっとして遺言書が必要なのではないか？そのような相続診断もきっちりやっておく

必要があると思います。 

 

○相続手続がよくわからない。 

○相続手続が面倒。  

○自分で手続している時間がない。  

○専門家に任せた方が確実だ。 

○兄弟姉妹が遠方にいる。 

○書類の取り寄せをお願いしたい。  

○何から手を付けたらいいのかわからない。 

○手続の手続期限を知っておきたい。 

○手続の費用を知っておきたい。 

○相談だけしたい。 

○高齢なので自分で手続できない。    など、まずは気軽に相談してください。 

 

 ＜会員感想＞ 

相続は残された家族に少なからず波紋を投げかけます。相続税の対策（節税や納税資金の確保）はもちろんのこと、争族を

回避するためには、事前対策が重要とのことです。被相続人が亡くなってしまっては、やれることが限られてしまいます。

今回の内容を参考に相続財産について、生存中に対策を考えてみましょう。 

（文責 倉田 教信） 

 

＜生い立ち＞ 

1973年3月 

1995年 3月 

2004年 1月 

2005年 3月 

2010年12月 

2011年 8月 

2014年9月 

＜セミナー・講演活動＞ 

社会福祉協議会、消費者センター、男女共同参画センター、 

商工会議所、会計事務所、銀行保険会社、不動産会社、葬儀社など各団体からの講演依頼多数。 

毎年、年間８０件の講師依頼がある。エンディングノートに関しては県内第一人者として知られる。 

 

＜活動内容＞ 

相続に関する業務に特化した福井県内唯一の相続専門

事務所。 

年間３５０件以上の相続相談を受け、遺産分割・遺言

等、終活を含め多面的に分析処理し、遺族のメンタル

ケア、不安・負担の即時解消、相続後の家族の更なる

繁栄をテーマに活動する。 

また、知的財産の相続に注目し、生き方や理念・名誉

等の承継による地域産業の活性、地域文化の発展等コ

ミュニティビジネスにも力を注ぐ。 

福井県大野市生まれ 

中央大学 法学部法律学科 卒業 

相続手続支援センター福井 センター長就任 

青木行政書士事務所 開業 

福井県金融広報アドバイザー就任 

株式会社スタートアップ経営 代表取締役 就任 

相続書士® 商標登録 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌 

委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博  

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １６名 
山下会長 青木様、本日は卓話よろしくお願いします。 

     上屋敷会員友の解説よろしく。 

杉本幹事 青木克博様、本日卓話よろしくお願い致します。 

中島   誕生日を祝って。 

釣部   上屋敷会員、ロータリーの友解説御苦労様です。 

北    誕生日を自祝して。 

下田   青木克博様、卓話ありがとうございます。 

上屋敷さんロータリーの友解説ご苦労様です。 

結婚記念日を自祝して。 

奥村   上屋敷会員「ロータリーの友」解説頑張って 

下さい。また、青木行政書士事務所青木様、本日 

の卓話よろしくお願いします。 

髙嶋   青木様、卓話ありがとうございます。 

上屋敷さん、解説ごくろうさんです。 

下村   上屋敷会員、ロータリーの友解説ご苦労様です。 

倉本   青木行政書士様、本日はありがとうございます。 

上屋敷会員ロータリーの友解説御苦労様です。 

結婚記念日を自祝して。５０年です。 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

3/6 ３７ ２４ ８ ２ ３ 70.59% 

【メーキャップ】 3/7～3/13 事務局受付分   

3/9 福井水仙RC 前川徹3/13分   

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

2/27 ３７ ２９ １ ６ １ 80.33% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3月6日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000円 808,000円 1,348,000円 

ロータリー財団 17,000円 494,400円 

米山記念奨学会 15,000円 443,000円 

 
倉田  青木克博様、卓話よろしくお願い致します。 

水﨑  青木様、卓話よろしくお願いします。 

結婚記念日を自祝して。 

松井  ロータリーの友解説、上屋敷さん 

ゲストスピーカー、青木様よろしくお願いします。 

上屋敷 友の解説させていただきます。 

青木講師、本日は卓話よろしくお願いします。 

川上  青木様、卓話よろしくお願いします。 

竹澤  青木様、卓話よろしくお願い致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １４名 
中島 釣部 下田 奥村 髙嶋 山下 下村 
倉本 倉田 水﨑 杉本 松井 川上 西出 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 
中島 釣部 下田 奥村 髙嶋 山下 下村 
倉本 倉田 杉本 松井 川上 

委員会報告                         ３月６日（月） 

ロータリーの友（３月号）解説         上屋敷雑誌・広報・ＩＴ委員 

Ｐ３ RI会長メッセージより クラブには多様性が必要である。多様性がロータリーの強みである。 

重ねて、柔軟性も組織には必要ではないだろうか。   Ｐ１０ ローターアクト  第2650地区 活動報告 

Ｐ１８～２３ 心は共に  東日本大震災その後の福島  日本のコミュニティーの絆 

Ｐ３３～３５ RI会長エレクトメッセージ      ★ロータリーに入会する4つの意義 

 ① 友情② 個人的な成長 ③ビジネスの発展④ 世界に変化をもたらすチャンス 

★ロータリーでうまくいっていること、いないこと  ★会長エレクトに招待状を書いてはどうか 

Ｐ４３ パズルDEロータリー 解説 

３月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

3/1  道木会員  49 

3/3   北会員   75 

3/20  山岸会員   75 

3/28  中島会員  85 

 

結 婚 記 念 日 

3/17   倉本会員  3/29   奥村会員 

3/18   山下会員  3/29   下田会員 

3/20   水﨑会員  3/30   髙嶋会員 

3/28   金会員 

 


