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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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L　お客様

森本敬三ガバナー補佐

過日は澤田
会長初め多く
の皆さんに I M
にご出席頂き
まして、誠にあ
りがとうござ
いました。盛大
にIM が開催で
きまして、ホス
トクラブの大田原中央ロータリークラブの会員も喜ん
でおりました。大変ありがとうございました。そして
青少年奉仕の秋葉秀樹さんに講演を頂きまして記憶に
残ってるのが青少年事業と入会以来10年無欠席でいる
と言う事。敬服いたしました。また5月には第一グルー
プのゴルフ大会を開催する予定でおりますので、大勢
の方のご参加を頂きたいと思います。本日はありがと
うございました。
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

先週のIM大変ご苦労様でした。特に発表をして頂い
た秋葉君ご苦労様でした。さてこの時期になりますと、
皆さんの中にも非常に気になる方が居るのではないで
しょうか！そうです、花粉の飛散量です。これからが
本番の季節ではないでしょうか！いまや国民の約3割
が悩むと言う始末です。環境省の予測では、今年のス
ギ、ヒノキの花粉量は例年に無く多く、約1,5倍との
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事だそうです。スギ花粉症は日本では最も多い花粉症
で、日本ではおよそ2500万人が患っていると考えられ
ている。日本ではスギ花粉は2月から4月まで飛散す
るため、スギ花
粉症はこの時
期に急増する。
スギが少ない
欧米等ではス
ギが原因とな
る花粉症は稀
である。これは
中央アジアや
西アジア、ヨーロッパなどではそもそもスギが分布し
ていないことが一番の理由である。欧米にも「スギ花
粉症」という病名はあるそうです。スギ花粉症患者が
多いのは日本などアジアの一部であり、世界的には
ヨーロッパのイネ科花粉症・アメリカのブタクサ花粉
症などが代表的である。また中国の一部にあるヤナギ
スギによる花粉症も、日本のスギ花粉症と近縁もしく
は同一と考えられているそうです。日本で1960年頃か
らスギ花粉症が急増した原因としては、農林水産省が
推奨してきた大規模スギ植林が主に挙げられておりま
す。日本では第二次世界大戦以後木材の需要が急速に
高まったが、一方で国内木材の供給量は不足気味で、
林業の拡大と造林は当時の日本において急務であった
ため、日本は戦後に拡大造林政策を行い、その一環と
して各地にスギやヒノキなどの成長率が高く、建材と
しての価値が高い樹木の植林や代替植樹を大規模に
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行ったが、その一方でスギ花粉の飛散量も爆発的に増
加することになって、日本人がスギの花粉症を発症す
ることにもつながった。また高度経済成長を経て日本
では林業が衰退し、木材も外国からの質が良くて安い
輸入品に押されて、国内スギの需要が低迷するように
なったため、大量に植えたスギの伐採や間伐なども停
滞傾向となり、花粉症原因物質であるスギの個体数が
増加していることも、花粉症患者の増加傾向の要因と
なっている。又、日本の都市化により土地が土や草原
からアスファルトやコンクリートなどの花粉が吸着・
分解されにくい地盤となり、一度地面に落ちた花粉が
風に乗り何度も舞い上がって再飛散するという状態が
発生するようになった。加えて排気ガスや工場からの
排気などの光化学スモッグなどを長期間吸引し続ける
ことでアレルギー反応が増幅され、スギ花粉症を発
症・悪化させるという指摘があります。これら日本の
都市化によって花粉症の発生の一般化が起こっている。
スギ花粉は風に乗って遠距離を飛散する。その飛距離
は数十キロメートル以上、ときには300km以上も離れ
た場所から飛んでくる。花粉は一日の平均温度が10度
くらいになると飛散を開始し、とくに2月下旬から3月
にかけてが飛散量が多く、ピーク時のスギ山では俗に
「花粉雲」と呼ばれる、大量のスギ花粉が飛んで一面に
黄色い霧がかかったような状態になる。スギ花粉は風
や地形などによって空中花粉数が異なるため、日本で
は春先になると天気予報などにおいて、スギ花粉の飛
散量を予測する「スギ花粉情報」が報じられる。スギ
花粉の飛散量が多ければ多いほど、スギ花粉症の発生
患者は増加傾向となる花粉症の4大症状であるくしゃ
み・鼻水・鼻詰まりおよび目のかゆみに加え、咳など
の喉の疾患や肌のかゆみなどが発生する。その中でも
見逃されがちなのが鼻づまりす。花粉症患者さんの約
９割の方に鼻づまりの症状があるといわれています。
スギ花粉症患者の7割前後はヒノキの花粉症を併発
しているとされており、ヒノキの花粉の飛散は5月ま
で続くことから、併発患者は3か月から4か月もの長
期間にわたって花粉症の症状に苦しむ場合がある。飛
散量の増加の原因は、戦後に植樹されたスギが1970年
ごろより、次第に花粉生産力の強い樹齢30年程度に達
したためと考えられている。スギは植林後40年ほどで
成木になり、花粉を飛散しはじめます。現在植林され
たスギの大半が樹齢30～ 40年となり、活発に花粉が
飛散する時期を迎えています。戦後に植えたスギが、
いままさに花粉をまき散らしているのです。日本では
無花粉スギや少花粉スギなどのスギ花粉が飛びにくい
品種への転向も検討されている。日本全体のスギ林は
合計で約453万ヘクタールもあるため、これらのスギ

林をすべて移行するのは非常に難しい問題となってい
る。北海道や沖縄県ではスギ花粉の飛散が少なく、ス
ギ花粉症の患者数も全国で非常に少ない水準にある。
このため避花粉地と呼ばれる、花粉症患者が花粉症の
時期のみを過ごす地を設ける観光案が存在する。これ
について、2005年に北海道十勝支庁管内の上士幌町が
避花粉地として名乗りをあげたほか、続いて2006年に
は鹿児島県の奄美群島も療養や保養目的の花粉症患者
の誘致を始めている。
今後は花粉の少ないスギの植林を年々植林計画して
いるので、花粉は少なくなってくるものと思われます。
皆様も花粉症をよく理解し、早めに対策をしてシーズ
ンを快適に乗り切りきってください。
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

【理事会報告】

1.　第１グループガバナー補佐　森本敬三様、ホスト
クラブ　大田原中央ロータリークラブ様からIMの
礼状が届いております。

2.　那須地区肢体不自由児協会より、協賛金の礼状が
届いております。

3.　西那須野ロータリークラブより週報が届いており
ます。（第2078回～2087回）

4.　大田原ロータリークラブより週報が届いておりま
す。（第2684回～2687回）

5.　2月7日、第2回会長・幹事会（於　宇都宮グラン
ドホテル）、澤田会長、村山副会長出席ご苦労様で
した。

6.　次回例会は2月25日（水）クラブ協議会です。18時
点鐘の夜間例会です。お間違えのないようお願い
します。

【幹事報告】

1.　社会奉仕委員会　各団体支援金の件
1)ボーイスカウト那須塩原第1団50,000円支援承認
2)ガールスカウト栃木第34団 50,000円支援承認
3)那須山岳救助隊 　　50,000円支援承認
4)那須地区更生保護司会　　　50,000円支援承認

2.　チェルノブイリの子供を救おうの会支援金の件
　 　　10,000円支援承認
3.　黒磯ロータリークラブ制服作成について
　　本件については、澤田会長の指示のもと理事役員
会にて承認されております。本日は、具体的にど
のような考え方で、また、どのようなものを作成
するかご検討いただきたいと思います。なお、制
服を作成するにあたり、それを購入する、しない
は、会員の意思を尊重するということをお含みく
ださい。
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1)　考え方
制服を着用することにより、クラブの活動目
的の達成と仲間意識の高揚を図る。

2)　着用機会
例会、外部活動等あらゆるロータリー活動に
着用する。

3)　作成物
ブレザー及び胸章（エンブレム）

4)　作成費
ブレザー　×　27,000円（会員より）
胸章　　　×　2,160円（オクトン社）
合計　　　　　29,160円

5)　費用負担
全額個人負担

　　　　　　上記内容　　　　　　　　　　　承認
4. 3月プログラムの件　　　　　　　　　　　承認
3月25日外来卓話　那須塩原駅長鈴木様　　承認
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○　旅行愛好会会長　大森貞男　

平成27年 2月 8日～10日（二泊三日台湾旅行）
黒磯ロータリークラブ旅行愛好会では、昨年の旅行
を台湾に計画していました。所が、一年交換学生で台
湾から来ていたニコルを札幌雪祭りに連れて行く案が
浮上しました。台湾は次の年度回しと決定し、札幌に
行くことになりました。ところが札幌に飛ぶ直前に、
ニコルがインフルエンザに罹り行けなくなり、ニコル
抜きの旅行となってしまい残念に思っていました。そ
こで本年の旅行は計画通り台湾旅行にして、ニコルに
会いに行くことにしました。
8日12時半に台北空港に到着。忠烈祠の衛兵の素晴
らしい行進。又、１時間はまばたきをせずに、直立不
動でいる兵士を見、ビックリしました。本当に大変な
訓練が必要でしょう。
その後、特急列車で花蓮に向かいました。花蓮はニ
コルの故郷です。夜にはニコルをはじめお父さんお母
さんと家族で来て頂き、思い出話しに夜も更けるのも
忘れるほどでした。家族の皆様には大変ご面倒をお掛
けいたしまた。お酒やら果物等を沢山いただきまして
大変恐縮い
たしました。
お別れに際
して、今度は
家族で日本に
来てください
とお誘いしま
した。

タロコ

次の日、太魯閣峡谷見学（ダイナミックな自然）。川
が全部大理石で埋まっているのにはびっくりいたしま
した。花蓮駅から15時 30分発の列車で台北に戻りま
した。到着後、ショッピングをしながらランドマーク
タワーである「台北101」へ。日本のスカイツリー同様
で人気が高いビル。凄く綺麗な台湾の夜景に感動しま
した。

きゅうふん

三日目は龍山寺参拝と九 観光。お寺さんは、やは
り台湾でも信者は大勢おりまして、大変な賑わいでし

た。九 は、昔金が採掘された所で、つみきの建物、宮
崎駿監督の「千と千尋の神隠し」で有名です。そこで
台湾のお茶をいただき、深く味わいました。帰路は何
事もなく全員無事に成田空港に着きました。

○　室井次男君

私事で大変恐縮ですが、一言お礼の言葉を申し上げ
たいと存じます。過日の母の葬儀にあたりまして、IM
と重なり大変お忙しい中ご会葬頂きその上過分なる志
まで頂きまして本当にありがとうございました。おか
げ様で安らかに旅立たせる事ができたと思っています。
ありがとうございました。
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L 卓話　スマイルボックス委員会

○　鳥居輝一委員長

本日の担当
は ス マ イ ル
ボックス委員
会です。当委
員会は髙木茂
副委員長、荒
井昌一委員、
津久井誠二委
員それに私鳥
居の 4 名にて
澤田年度を務めております。本年の計画では2項目を
掲げております。先ず1項目は一人当たり3万円以上
の目標を挙げ協力を頂いております。去年11月 26日
例会でクラブフォーラムの中で経過報告をお話をいた
しました。その時は澤田吉夫年度5ヶ月が経過をして
いましたが、この時点の達成率は45.9%になっており
ました。
今月4日の達成率は68.2％で、22.3ポイントの伸び
率でした。残り4ヶ月程ありますので皆様宜しくお願
いいたします。
次に2項目として2月4日現在の「ニコニコボックス
合計額表」を皆様のボックスに本日入れておきました。
各会員のニコニコ金額がお分かりになります。引き続
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効果的な節税対策（津久井誠二)

1.(相続財産が基礎控除額を超える)相続「税」対策

N0 相続のタイプ

生前贈与による相続財産の圧縮が有効。暦年贈与の基礎控除枠や
教育資金、住宅取得等資金の贈与の非課税特例などの活用を検討す
る。
生命保険の非課税枠を活用することも効果的。
自宅の評価を下げることが有効。小規模宅地の特例の対象となるか
否かを確認し、2次相続まで見据えた対策を 検討。場合によつては2
世帯住宅の建築も効果的。
自宅以外に資産がない場合には、代償交付金や納税資金のための
保険活用も。
基礎控除の縮小を踏まえて、これまでに実施した対策を見直す。借入
金の返済が進んで対策効果が薄れている場合には、物件の修繕や建
替えなどが効果的な場合も。

一定規模以上の所得がある場合には、不動産管理会社を設立して節
税対策を図ることも有効。

4)
財産の中に遊休不動
産がある。

土地を貸し出したり(貸宅地)、収益物件を建築するなど(借家建付地)、
不動産の評価を下げる対策が有効。

自社株の評価を下げるとともに、後継者に自社株を円滑に集約させる
方法を検討。事業の成長によつて株価の上昇が見込まれる場合は、
相続時精算課税制度を活用した自社株の移転も効果的。

社屋等の敷地については、小規模宅地の特例(特定事業用宅地)が適
用されるか否かを確認する。敷地所有者をオーナーと法人どちらにす
るか見直しが必要なケースも。株式を誰にどれだけ相続させるかを明
確にすると同時に、後継者以外の相続人に対する代償交付金につい
ても検討する。

2．　「争族」対策  

N0 相続のタイプ

6)
特定の相続人に財産を
多く遺したい。

生前贈与や生命保険の活用が効果的。必要に応じて遺言の作成も検
討する。

7)
子どもがおらず兄弟姉
妹が多いなど相続人の
状況が複雑。

誰に何をどれだけ相続させるのか、事前の協議と遺言の作成が有効。
生命保険を活用することも検討。養子縁組も効果的だが、遺留分のな
い兄弟姉妹との争族には留意が必要に。

8)
財産や相続人が多く費
用がかかつてでも円滑
に手続きを進めたい。

遺言の作成から保管・執行までをプロに任せる遺言信託が有効。

経営する会社の自社株
を保有している。

5)

効果的な相続対策

効果的な相続対策

財産の中では金融資
産が多い。

1）

2)
財産の大半を自宅が占
める。

3)
すでに相続対策として
収益物件等を保有して
いる。
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きご協力のほど・・・。
それと澤田年度は報告者を月ごとに決め、2月で2周
が終わり第3周が3月から入ります。各委員が3回を
受け持つ事としました。
それでは本題の卓話に移ります。津久井誠二委員に
よる「効果的な相続税対策」について卓話をお願いい
たします。

○津久井誠二君

平成27 年１
月1日より改正
相続税法がス
タートいたし
ました。被相続
人が有してい
た課税財産か
ら基礎控除額
を差し引いた
課税資産総額
に対して課税されます。従来5千万に1千万×法定相
続人の数だった基礎控除額が大きく縮小されたんです
ね。3千万に600万×法定相続人の数に改正され控除額
が少なくなったため、相続税が必要になる方が増えて
くるだろうと言うことが容易に想定されます。
今回改正になったのが主に4点

○　その 1 遺産に係る基礎控除

改正前　5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）
改正後　3,000万円＋（600万円×法定相続人）

○　その 2 相続税の税率構造

各法定相続人の取得金額    旧税率　新税率
　　　　　 ～1,000万円以下 10%  10%
1,000万円超～3,000万円以下 15%  15%
3,000万円超～5,000万円以下 20%  20%
5,000万円超～1億円以下      30%  30%
1億円超～2億円以下　      40%    40%
2億円超～3億円以下　　 　　 40%  45%
3億円超～6億円以下　      50%    50%
6億円超～ 　　　　　　　　50%  55%

○  その3 税額控除

未成年者控除額が引き上げられます。
改正前　20歳までの1年につき6万円
改正後　20歳までの1年につき10万円
障害者控除の控除額が引き上げられます。
改正前　85歳まで1年につき6万円
改正後　85歳まで1年につき10万円

○  その 4 小規模宅地等の特例

居住用の宅地等（特定居住用宅地等）の限度面積が

拡大されます。
　居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が
拡大されます。(節税のサマリーは4ｐに有ります)。

☺　ニコニコボックス　津久井誠二君

第1グループガバナー補佐森本敬三様　IMでは大変お
世話になりました。

澤田　吉夫君　IM参加ご苦労様でした。
村山　　茂君　福寿草が咲きました。
荒牧　明二君　結婚祝い有り難うございました。
小野　安正君　台湾旅行有り難うございました。
安藤　譲治君　結婚祝い有り難うございました。びわ

温灸無料体験実施中です。一度お試し
下さい。

RO
T A R Y

I N

T
E R N A T I O

N A
L　３分間スピーチ　　黒澤洋一君

・・・・・・・・・・未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事・・・・・・・・・・

3分間スピー
チが次の番で
すよ、と２月４
日の例会で植
竹さんに肩を
叩かれてから、
大変憂鬱な２
週間を過ごし
てきました。私
にとって"未来
のために今できる事"と言われましても、72歳になろ
うとしている自分に何ができるんだろうと考えたから
です。
クラブ会員の先輩方には、年齢の話で大変申し訳な
く思いますが、現況報告書を見ましたら、私は11番目
に年寄なんですね？この年になりますと、人生のゴー
ルが見え隠れする時で、そろそろ自分の生き様を振り
返れる年齢ではないでしょうか？
『優柔不断』『朝令暮改』の人生を生きてきた私に
とって、果たしてどんな生き様だったのか？改めて、
このテーマを与えてくださり、考えるきっかけを作っ
てくれたロータリークラブに感謝しております。
学生時代の事、家庭の事、会社の事、友人の事…様々
な事が頭をよぎります…が、そこで私事ですが家庭の
事、会社の事を伝える話をしたいと思います。
私は、家庭の事情により、大学時代に"将来進むべ
き路"を変更し、現在の職業の建築資材販売・加工業
に就き、今年で50年になります。この間、会社も家庭
も、まあ、色々なことがありました。結婚して45年、
『よく持ちました』。娘3人に恵まれ、彼女たちも結婚



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回夜間例会　　　平成 2 7 年 2 月 2 5 日　　　担当澤田吉夫会長

●　2月18日欠席(敬称略)
遠藤清和・時庭稔・吉光寺政雄・深町彰

○　前回2月4日分メークアップ(敬称略)
小野安正・鈴木隆子・檜山達郎・福田逸男

し、私にとって良き婿殿たちに恵まれ、全員で15名の
大家族になりました。孫たちの性別は、男1名、女6名
となり、女系家族であります。そこで、男子の力を復
権しよう！と、婿殿と結託し、数年前に"男守会"（お
酒を断つ"断酒会"ではなく、男を守る会です）を結
成し、2～3か月に1度酒を飲みかわし、女たちとの軋
轢のうっぷんを晴らしております。そのようなわけで、
まずは家族はいつもニコニコ仲良く、家族の絆の大切
さを子供達、孫達に伝えていきたいと思っております。
会社は、昭和37年創業、おかげさまで52年を迎え
ることができました。ここまで、営業を継続できたこ
とに感謝したいと思います。それには、第一にお得意
様、仕入先、そして会社を支え続けてくれた社員たち
に感謝する事。第二に、時には迷いくじけそうな時に、
その気持ちを支えてくれた家族や友人に感謝の気持ち
を持つこと。この2つを次の世代に伝えていきたいと
思います。
最後に、会社は第一にお客様に喜ばれる商品・サー
ビスを提供して、社会に貢献する会社になること、第
二に社員が働く幸せと経済的な喜びを感じる会社にな
ること、第三に公平・適正なる収益のとれる会社にな
ることを次世代に引き継ぎたいと思います。

RO
T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　IM報告　澤田吉夫会長

去る2月11日（水）の建国記念の日に、ホストクラ
ブ大田原中央ロータリークラブによる、2014～2015年
度国際ロータリー第2550地区第1グループのIMが、勝
田屋記念会館で開催されました。
森本敬三ガバナー補佐の下、各クラブ多数の参加者
で盛大に開催されました。長嶋一郎ガバナーの挨拶の
後、各クラブより活動報告があり、黒磯クラブは、秋
葉秀樹青少年奉仕委員長の青少年奉仕活動についての
発表がありました。各クラブとも活発に活動している
様子が伺えました。その後、総評を頂きました。懇親
会では森本ガバナー補佐の真剣による居合い抜きを拝
見し、長嶋一郎ガバナーのカラオケなど楽しいひと時
を過ごして、会員各位と親睦を深めることが出来たこ
とは非常に良かったと思います。参加された皆様大変
お疲れ様でした。

長嶋ガバナーの御挨拶

青少年奉仕活動について発表する秋葉秀樹君

森本敬三ガバナー補佐の真剣による居合抜きの演技
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