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引き続き賞状をお渡しします。会員増強賞賞状・記念品

会長

馬場弘融

今日も昼間の移動例会浜寿司さんになりました。高田さん笹川さんよ
うこそいらっしゃいました。皆様間違えず出席ありがとうございます。
相変わらず 猛 烈な寒気団の影 響で東 京地方も厳しい寒さが 続きま
す。暖かい春が待ち遠しい今日この頃です。健康には十分ご留意くだ
さい。世界ではいよいよトランプ大統領が就任、どのような政策を打
ち出すか戦々恐々の状態、今のところ安定している日本ですが、円や株

開会点鐘18：30
2.2月7日(火)

グルメの会

於：フランス料理「ル・ミェル」

登録料

男性6,000円

移動例会

於：浜寿司

女性5,400円

移動例会

3クラブ合同例会

開会点鐘12：30

理事会

11：30。
3.2月14日(火)

八王子ホテルニューグラウンド

司会：栗山会員

開会点鐘18：00

於：

登録料7,000円

SAA17:00集合、会員は17：30集合
4.2月22日(水)
00登録開始

地区大会

10：00点鐘

於：グランドプリンスホテル新高輪

9：

昼食は弁当です。事務局に出欠を早めに

お知らせください。

の動向がやや心配になってきました。圧倒的であったアメリカのあま

■ご挨拶

りの変わりようで、世界の政治・経済を根本的に揺るがすことのない

本日は大変お世話になります。水野パストガバナーには職業奉仕で卓

よう祈りたいです。スポーツの世界でも新しい動きがでています。卓

話にお見えいただいたり大変お世話になっています。本日はお礼を兼

球界では、オリンピックの補欠だった平野美宇さん（１６歳）が、日本

ねてお伺いしました。

チャンピオン・石川佳純さんを破りました。見事な試合でした。大相撲

■委員会報告

で は、稀 勢 の里 が ついに優 勝し、涙 を光らせながらの 勝 利インタ

■卓話「だれにでも身近な相続の問題」小高俊明会

ビューが印象的でした。いよいよ十数年ぶりの日本人横綱が誕生しま

ご持参の資料で、次のように相続について最近の世相を踏まえて、大

す。スキー・ジャンプ競技では、常勝の高梨沙羅さんが敗れました。何

変分かりやすく解説戴いた。先ず、政府のデータを基にした資料「現

度も2位に甘んじていた伊藤有希さんが奮起、やっと勝ったのです。日

代ニッポンの相続事情」として、遺産額が少なくても、相続税制の改

本の女子ジャンプ陣も層が厚くなり、まことに頼もしいことです。東京

正もあり相続人間で争いが起きており、早い段階から準備をして欲し

オリンピック開催が刺激となって、すべての競技で若い力が台頭してく

い、相続財産の内容でバブル期投資の成否で相続放棄が件数的に増

れば、世界の政治・経済の混乱を、日本人がリーダーとなって乗り越え

えております。金融資産が高齢者になる程増加しています。遺産争い

る、そんなパワーがもらえるのかもしれません。期待しましょう。

の解決に遺言書が有効です。と作成を喚起された。相続人の高齢化も

次にロータリーのことです。先日、多摩南グループ協議会がありまし

目立つようになっています。相続では不動産の対応が鍵となります。ま

た。ポイントを話します。

た、生命保険が有効でぜひお考えいただきたいです。続けて、御自身

1.奉仕研究会からは、奉仕に企業的な手法を取り入れよう、営利でも

が扱われた具体的事例を説明され、遺族間で争いになるケースが増え

奉仕でもないソーシャル・ビジネスの認識を持とう、とのお話がありま

ており、相続対策をしているか否かで対応に大きな差がでると解説さ

した。

れた。また、遺産分割の方法、相続税の負担は増加傾向にあり対策の

2.青少年交換委員会からは、日野クラブか飛火野クラブあたりで、次

必要性を重ねて指摘された。いずれにしても相続対策の事前準備と相

の交換留学生をホストしてくれないかとの要望がありました。次年度

続後のご家族の備えが大切です。海外不動産をお持ちの方も特別な

に関係しそうですよ。

対策が必要です。遺言書は公正証書が対策の要になります。遺言書が

3.アトランタ国際大会・地区大会への参加要請がありました。

ある場合でも「遺留分制度」があることをを考えて対策を行なうこと

4.地区から会員増強賞ほかをいただきました。後程受賞された会員に

が必要です。相続対策に「遺留分知識」は不可欠です。

お渡しします。以上私から要点だけをお話しました。

■トピックス

さて今日の例会では、小高次年度会長より、ご専門の相続問題について
卓話をお願いしました。皆様にも大いに関係する内容かと思います。時
間が足らないかも知れませんがじっくり伺いましょう。小高さんよろし
くお願いします。具体的な報告事項は河野幹事より申し上げます。

高田様

1.1月22日大相撲初場所、稀勢の里優勝、横綱昇進を確実に。25日72
人目の横綱昇進。
2.全日本卓球女子シングルス決勝で平野美宇選手、16歳9カ月最年少
優勝。男子は水谷隼選手9度目の優勝。

東京世田谷ＲＣ 会長

髙田修様

幹事

笹川徹様・
・明けましておめでとうござい

ます。昨年はお忙しい中、
我がクラブの行事にご出席いただきました、
水野直前ガバ

らっしゃいました。昼、
浜寿司での例会は初めてでしょうか？楽しんで本年もやってい
きましょう。

ナーに心より厚く御礼申し上げます。貴クラブの益々のご発展と会員の皆様のご健

田中和義さん・
・こんにちは。いつもお世話になっています。みなさん、
寒さに負けずガ

勝をお祈り申し上げます。

ンバって下さい。

馬場弘融さん・
・厳しい寒さが続きます。健康には十分ご留意下さい。世田谷クラブの

早川忠男さん・
・会員紹介お願いします。

髙田会長さん、
笹川幹事さんようこそおいで下さいました。

藤野益夫さん・
・東京世田谷ＲＣ髙田会長・笹川幹事ようこそ！
！今日は小髙さん卓話、

河野和正さん・
・米山功労賞を頂き、
昨年もいただきものをしました。大変ありがとう

いつものように楽しみです。

ございます。幹事は５〜６か月ですのでご協力お願いいたします。
水野

功さん・
・高田会長・笹川幹事ようこそいらっしゃいました！遅ればせながら今年

もよろしくお願い致します。
小髙俊明さん・
・東京世田谷ロータリークラブ髙田修会長様、
笹川徹幹事様。本日はよ
うこそお越し下さいました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
星野幸夫さん・
・１年中で一番寒い時期です。御身体にお気をつけ下さい。
平吹正義さん・
・世田谷ＲＣ髙田会長、
笹川幹事様ようこそいらっしゃいました。
渡邉良勝さん・
・世田谷ＲＣ髙田会長、
笹川幹事様、
遠方までようこそお出で下さいました。
濱田宣郎さん・
・水野パストガバナー初めてのビジターの皆様、
ようこそい
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本年度目標額1,200,000円 達成率67.5％

※今週のメークアップ 梅田さん 黒川さん 谷さん 小島さん
※先々週の後メークアップ 梅田さん

2017年 1月31日（火）第1331回 移動例会 グルメの会 於：ル ミエル
■司会

職業奉仕委員会

■開会点鐘

会長

本田

た懇親会、今晩の「ル ミエル」のフランス料理への期待、このところの

誠委員長

暖かな陽気、1月30日には千葉茂原市や東京羽田空港で気温20℃を

馬場弘融

超え1月の最高気温更新、12月の早かった日没に比べここにきて40分

■出席率の内容後記
■会長報告・スピーチ

会長

も日が 伸びた、稀勢 の里優 勝 横綱 昇進、19歳 早大の渡 辺一平選手

馬場弘融

半年ぶりのグルメ例会です。座席数の関係でご迷惑をおかけしました

200m平泳ぎでの世界新記録、高梨沙羅選手のスキージャンプW杯で

が、皆様ご出席ありがとうございます。本田委員長、いつも心のこもっ

の50勝、スピードスケート500m女子でW杯6連勝の小平奈緒選手、

たお手配ありがとうございます。先日地区の会長幹事会がありました

全豪テニス車いす部門上地結衣選手優勝、明日（2月1日）からプロ野

のでポイントだけお話します。

球のキャンプイン、文部科学省の天下り、インフルエンザの猛威、トラ

1.審議事項では、青少年交換事業について、他地区と合同で実務がで

ンプ大統領TPPからの離脱・難民やイスラム権からの入国拒否・大統

きるよう決められました。

具体的には、統一的な旅行保険、危機管

領令に従わない司法長官の解任などの話題で定刻まで大いに盛り上

理、身元引き受けの手続き、学生のデータ管理などについて、34地区

がり、本田委員長の「〆」の挨拶で閉会。

が一丸となって対応できるということです。

■トピックス

2.協議事項では、2018-19（服部ガバナー年度）地区大会は「グァム」

多摩動物公園では、2月21日まで、受験シーズンにあわせ、木にしっかりつかま

での開催となりました。

り落ちることのないオランウータンにあやかる合格祈願の特別ブースを設置し

3.報告事項では、
次期RI規程審議会は、
指名委員会を設けたうえ2月の地

ている。

区大会で選出されること。話題になった会員資格、
例会の柔軟化や入会

1.1月28日なら若草山の山焼き行なわれ約33mの草地が燃え上がる。

金の廃止については、
日本の各クラブでは大きな変化はなさそうだ。など

2.1月28日上地結衣選手、全豪オープン車いす部門で優勝。

の報告がありました。

3.1月29日競泳の東京都選手権で19歳渡辺一平選手（早大）2分6秒67の世界

4.そして、地区大会と世界大会への出席要請がありました。

新記録樹立。

具体的報告は河野幹事より、みんなで美味しいワインとフランス料理

4.1月29日スピードスケート女子ワールドカップ、小平奈緒選手今期6勝目。

を楽しみましょう。
■幹事報告

幹事

河野和正

皆さん、
本日は寒い中またご多忙の折り、
グルメ例会ご出席ありがとうござ
います。
◆例会変更案内
●2月7日（火）例会
●2月14日（火）
ランド
30集合

於：浜寿司

開会点鐘12：30、

3クラブ夜間合同例会

開会点鐘18：00

登録料7,000円

ホストクラブです。17：

ジャケット着用。

●2月22日（水）は2750地区地区大会
新高輪

於：八王子ホテルニューグ

於：グランド・プリンスホテル

開会点鐘10：00、ジャケット・ネクタイ着用。

1.ロータリー財団より領収証が届きましたのでお渡しします。
■懇親会「グルメの会」
本田委員長司会挨拶の後、小島会員の 乾杯!! 音頭に唱和して始っ
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