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■ 会 長 報 告       池ノ谷 敏正君 

皆さんこんに

ちは。 

本日は、テーブ

ルメイトＣが担当

となる卓話です。 

以前にもお話

したかと思いま

すが、私の入会当時は、テーブルメイトのことを

５人組と言っていました。５人組の卓話当番だ

ったときは、リーダーから呼び出しがあり、ミニ

夜間例会が開かれ、その中で卓話者を決めてい

たものでした。 

卓話者の決定もさることながら、テーブルメ

イト内の懇親という意味からも、できれば、会合

を開いていただきたいと思います。リーダーの

方にも、メンバーの方にも負担はかかりますが、

是非前向きにお願いしたいと思います。 

また、各委員会におかれましても、下期の活動

をより充実させていただくため、懇親を兼ねた

会合を開いていただきたくお願いします。 

話は変わりますが、今日は、ある相続の話をし

てみたいと思います。 

ご主人が亡くなって相続が開始したのですが、

相続財産を調査してみたところ、友人の保証人

となったことで多額の債務を負っていたことが

わかりました。家も借家で、さしたる財産もなか

ったことから、相続放棄を考えていたところ、ご

主人の生命保険証券を発見。結構な額の保険金

が受け取れるのですが、相続放棄をしたらこの

保険金も受け取れなくなってしまうのでしょうか。 

相続放棄は、相続人という地位から完全に離

れてしまう裁判手続きです。裁判所へ申し出て、

この相続手続きにおいてだけは他人となる、と

いったイメージです。ですから、放棄したら債務

とも縁が切れる代わりに保険金も受け取れなく

なる、と思ってしまうのが普通なのかもしれま

せん。 

しかし、保険金は保険契約により指定された

人に対して支払われるものですので、原則とし

て相続財産には含まれないと考えられています。 

特定の人を受取人と指定している場合や、受

取人を特定せず単に相続人としている場合でも、

保険契約上の受取人としての地位に基づき保険

金請求権を取得することになります。なので、相

談者が受取人として指定されている場合には、

相続を放棄したとしても保険金は受け取ること

ができます。 

最近は、この生命保険を相続財産の分配方法

として利用している方も増えているようです。

自分に万一のことがあれば、指定受取人に確実

に決まったお金が渡る。相続放棄をするであろ

う相続人であっても、一定の金額を渡すことが

できる。そして、受取人の方に証券を渡しておけ

ば、他の相続に関係なく分配が可能となるとも

考えられます。 

遺言を書いておく、といった相続財産の整理

とは別の方法として、生命保険は使い道がある

ように思えます。 

みなさんの生命保険の受取人は、誰になって

いますか。もしかしたら、もう縁の無くなってし

まった方や他界してしまった方のままなのかも

しれません。終活も兼ねて、是非一度確認してい

ただけたらと思います。 

 

■ 理 事 会 報 告         鈴木 舜光君 

・１２月・１月のプログラムが承認されました。 

・新年賀詞交換合同夜間例会について承認され

ました。 

 １月７日（水）/小杉苑/18：30 開会 
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・事務局員の後任に半田亜希子さんが承認され

ました。 

１２月９日より引継開始。 

・藤枝明誠中学・高等学校バスケットボール部協 

 賛、10,000 円が承認されました。 

・第２３回藤枝市長杯争奪ジュニアユースサッ

カー大会協賛、20,000 円が承認されました。 

・短期（夏季）交換学生募集の案内について、メ 

 ンバーへ告知することが承認されました。 

 外部への告知はなし。 

■ 幹 事 報 告          鈴木 舜光君 

・第２６２０地区より 

国際ロータリー第 2620地区 地区大会御礼と 

受賞記念品が届いております。 

･第 2620地区より 

 短期（夏季）交換学生募集のご案内が届いてお 

 ります。 

・一般財団法人比国育英会バキオ基金より 

2013年度事業報告の送付と基金へのご寄付の 

お願いがあります。 

・藤枝商工会議所より 

 藤枝市総合運動公園多目的広場の人工芝整備

事業の報告とお礼が届いております。 

■ 出 席 報 告           松葉 義之君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

26／42 61.90％ 36／42 85.71％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大石君 ○河井君 ○櫻井君 ○島村君 

○菅原君 ○鈴木邦君 ○畑君 ○松田君 

○村松君 池谷君 江﨑晴君 大杉君 玉木君 

仲田晃君 松葉隆君 平野君 

(２)メークアップ者  

畑 昇君（焼津南） 

■ ポリオプラス寄付金                 

ポリオ撲滅活動へのご協力有難うございます。 

本日寄付金額    １，７９４円 

寄付金累計額   ７９，７３３円 

 

 

 

■ ロータリーの友紹介     石垣 善康君 

 

２０１４年 

ロータリーの友 

12月号 概況説明 

 

 

12 月は家族月間です。多くのページが家族につ

いて掲載されています。 

P３） 

IR会長メッセージ 

 家庭においては、機会があるごとロータリー 

について、会話をしてください。 

 その会話は、子供たちに人生において何が大 

切かを教える最上の手段です。 

P８）－P１１） 

会員配偶者主体の奉仕活動の事例が紹介 

P１２）－P19） 

夫婦でロータリアンになった方の、感想 

P３０） 

米山奨学生も、家族の一員です。（一生家    

族でありたい） 

P４２） 

会員数が減少したクラブー家族が参加すれば 

その 2倍、3倍の活動ができる。 

縦ページ P１６) 

夫婦旅行の時、行く先々で突然のメーッキャ 

ップ。 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

テーブルメイト C 

荒井 聡君 

 

 

◎2016年 リオデジャネイロオリンピック ！・・・ 

Sevens？ 

ラグビーがオリンピックの新種目に採用 ！？ 

◎2020年 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ東京開催！・・・

2019年？ 

Rugby World Cup, Japan 2019 
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Webb Ellis Cup 

ラグビーワールド 

カップ優勝トロフィー 

 

 

 

◎森喜朗 元内閣総理大臣？ 

元内閣総理大臣 ・ 公益財団法人 日本体育協会

名誉  会長 

一般財団法人 東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会組織委員会  会長 

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会 

会長 

 

◎国立競技場でラグビーもサッカーも・・・？ 

 

 

 

 

 

 

◎日本国籍を持たない日本代表？ 

ラグビーナショナルチーム代表選手 

・出生地が日本 

・両親、祖父母のうち一人が日本出身 

・日本で 3年以上、継続して居住している 

 

◎世界ランキング９位！ 

 

■IRB（International Rugby Board） 

 World Ranking   2014.11.10   第９位 

   1位 NEW ZEALAND    

2位 SOUTH AFRICA    

3位 AUSTRALIA 

 

■FIFA 

 World Ranking   2014.10.23   第 52位 

   1位 GERMANY     

2位 ARGENTINA     

3位 COLOMBIA 

 

■IBAF（International Baseball Federation  

国際野球連盟） 

 World Ranking   2014.11.22   第 1位 

   1位 JAPAN     

2位 USA     

3位 CUBA 

 

◎4勝１０敗・・・全国高等学校ラグビーフット

ボール大会

　優勝

第1回大会 1987年  NEW ZEALAND ＆ AUSTRALIA NEW ZEALAND

第2回大会 1991年  ENGLAND AUSTRALIA

第3回大会 1995年  SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA

第4回大会 1999年  WALES AUSTRALIA

第5回大会 2003年  AUSTRALIA ENGLAND

第6回大会 2007年  FRANCE SOUTH AFRICA

第7回大会 2011年  NEW ZEALAND NEW ZEALAND

第8回大会 2015年  ENGLAND  ？

第9回大会 2019年  JAPAN  ？

　　開催国

※ 
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◎ノーサイド（No Side）？ 

 試合が終わると「さあノーサイド（敵味方なし） 

 だ。ビールを呑もうぜ！」 

 

◎One for all，All for one！ 

All for one，One for all？ 

 

日本ラグビーフットボール協会 

   RUGBY：FOR ALL 「ノーサイドの精神」を、

日本へ、世界へ。 

 

◎HAKA 

 

 

【番外】 2.78％？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／土屋秀君） 

静岡県代表 1回戦 2回戦 優勝校

2004年度 第84回  東海大翔洋  13 - 15  大阪朝鮮  啓光学園

2005年度 第85回  東海大翔洋  88 -   0  土佐塾    3 - 52  茗渓学園  伏見工業

2006年度 第86回  東海大翔洋  98 -   0  土佐塾    0 - 38  東海大仰星  東海大仰星

2007年度 第87回  東海大翔洋    7 - 43  長崎北陽台  東福岡

2008年度 第88回  東海大翔洋  14 - 21  名護  常翔啓光学園

2009年度 第89回  静岡聖光学院  14 - 22  光泉  東福岡

2010年度 第90回  静岡聖光学院  12 - 38  日本航空石川  東福岡・桐蔭学園

2011年度 第91回  浜松工業  81 -   0  倉吉東    3 - 67  國學院栃木  東福岡

2012年度 第92回  静岡聖光学院  20 - 14  大分舞鶴    7 - 62  桐蔭学園  常翔学園

2013年度 第93回  浜松工業    7 - 79  名護  東海大仰星

2014年度 第94回  静岡聖光学院 11/16 静岡県大会決勝　43 - 0  常葉学園橘

大会

　Ka mate! Ka mate! 　Ka ora! Ka ora!

　Ka mate! Ka mate! 　Ka ora! Ka ora!

　Tenei te tangata puhuruhuru

　Nana nei i te tiki mai,  Whakawhiti te ra!

　A upane! ka upane!   A upane, ka upane!

　Whiti te ra!


