
終活・相続相談

工藤　勝則（ビル管理）
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　日頃から不動産にかかわる様々な相談を受けて

いて、相談者からどこに相談していいのか分から

なくて・・・と言う声をたくさん聴きます。

　そうした相談者の「困った」を専門家の仲間達

と共に的確にアドバイスしながら解決に向けて取

り組もうと弊社で終活・相続相談センターを開設

しました。数多い相談のなかで、今回は自宅不動

産の相続について書きます。トラブルを避けるた

めには、事前に自宅不動産をどうするかを考えて

おくことが大切です。選択肢としては次のような

ものがあります。

・住み続ける　・活用する　・売却する

・老後資金に充てる

上記の項目から自宅不動産の相続でしておくべき

こと

・自分の希望をはっきりさせる

　まず、自分自身が自宅不動産をどうしたいのか

を考えましょう。例えば、自分が亡くなったあと

も配偶者が住み続け配偶者亡きあとは子が相続し

て住んでほしい、あるいは一定の年齢になったら

売却して有料老人ホームへ転居したいなど、具体

的なプランを考えます。

・相続人の意思を確認する

　子と同居していない場合は、子が自宅不動産を

相続したいかどうかを聞いておきましょう。相続

するかしないかによって、相続税対策や遺産分割

対策が違ってきます。配偶者や子がいない場合は、

相続人となる兄弟姉妹や甥・姪などの意思を確認

する必要があります。

・活用や売却を考える

　自宅不動産を誰も相続しない、あるいは誰にも

相続させないのであれば、売却や活用の仕方を考

えます。立地条件がよければ、賃貸住宅などに利

用して賃貸料を老後の生活費として使うこともで

きます。そのタイミングについても検討しましょう。

・遺言書を書く

　自分亡きあとに自宅不動産をどうするのかを決

めたら、その内容を記した遺言書を作成します。

　愛着のある自宅も、何もしないまま相続を迎えると

子どもどうしの争いにつながったり、放置されて荒

れてしまったりします。そうならないためには早め

の準備が大切です。自分や配偶者の希望、子の意思

などをしっかり確認しながら、発生する不動産、相

続人問題を解決してベストな選択をしたいものです。



　当地区で一番歴史と

伝統があり、私の所属

する下館ＲＣの親クラ

ブでもある水戸ＲＣに

公式訪問ができ、誠に

光栄に思います。

　2021年国際協議会

はRI史上初めてとな

るバーチャルプラット

フォームでの開催となりました。例年のように、

世界中の同期ガバナーとなる仲間が一堂に会す

ることは出来ませんでしたが、その分、開催期

間は約２倍の11日間に延長され、各セッション

ではさまざまな議題についてロータリーリー

ダーたちと議論を交わすことができました。そ

の中で、シェカール・メータRI会長はまず初

めに会員増強の話をされました。ぜひ会員一人

が一人の方を推薦するよう提唱されました。ま

た、メータRI会長とは、本年度の重点事項と

して示された「女子のエンパワーメント」につ

いて、我々第2820地区がネパールでおこなって

きた貧困女子の就学支援や、国連と協働して広

めている防災教育について直接討論させていた

だき、本年度の計画に貴重な示唆を頂きました。

　また、もう一つの重点事項として示された

環境保全の問題です。国際ロータリー理事会と

ロータリー財団の管理委員会はロータリーの七

つ目の重点分野に、「環境の保全」を採択しま

した。そういった中で「ロータリー奉仕デー」

のセッションでは、第2820地区として池田直

前ガバナーが取り組みを始めた、190キロにわ

たる茨城の海岸線を地区内クラブが協働してク

リーン作戦を実施する「2021茨城海岸美化プ

ロジェクト案」を紹介したところ、海に面した

多くの国の同士たちが、「俺の国でもやるぞ！」、

「世界はつながっている！」と大変な盛り上が

りとなり、海洋汚染やマイクロプラスチックの

食物連鎖による生態系への影響は、温室効果ガ

スによる地球温暖化とともに、日本だけでなく

グローバルに波及している環境問題である事を

実感しました。

　さらに、国際協議会や各種オンライン会議を

通じて、メータRI会長と信頼関係を築くこと

ができたことにより、当地区のPETSにメータ

RI会長がオンラインでライブ出演してくれる

という千載一遇の機会を得、RI の年度目標や

第2820地区の活動指針、特に「ロータリー奉

仕デー」としておこなう“Global�Action�for�

Supporting�Environment”（地球環境保全プ

ロジェクト )�について、RI会長本人から直接

指導を受けることができました。これは、困難

な状況下において、安全な奉仕活動を模索する

クラブ会長に勇気を与え、奉仕活動を待ちわび

る地区内会員の皆様のモチベーションを高める

プレゼントとなったことと思います。

　そして、メータRI会長から発表された2021-

2022年度RIのテーマは“SERVE�TO�CHANGE

LIVES”（奉仕しよう�みんなの人生を豊かにす

るために）です。メータ RI会長は、自身が経

験した奉仕活動を幾つか紹介され、奉仕は施さ

れる者の人生を豊かにするだけではなく、同時

に奉仕した者の人生をより豊かにすることを強

調されました。なかでも、印象的な社会奉仕活

動の場面を振り返り、「私は、この奉仕をおこ

なったことで、単なるロータリークラブの会員

から“ロータリアン”になったのです」と述

べられました。この感動のストーリーは、My�

Rotary に動画がアップロードされていますの

で是非ご覧ください。

　それらに鑑み、私は2021-2022年度の地区ス

ローガンを“Think�Globally,�Act�Locally”（地

球の未来を想い�地域社会に貢献しましょう）

とさせていただきました。そして、地球環境保

全に地域社会からアプローチし、ロータリアン

の、クラブの、地域社会の、国際社会の、持続

可能な発展に資する奉仕活動を推進することを

目標に掲げました。

　11月３日には先に述べました「茨城海岸美

化プロジェクト」を開催し、水戸ＲＣからも多

くのメンバー、インターアクト・ロータアクト

の方々も協力いただきましたことに深く感謝を

【記念講演】 奉仕しよう
　みんなの人生を豊かにするために

RI第2820地区ガバナー
新井　和雄�氏（下館ＲＣ）



◇ ゲスト紹介

RI第2820地区ガバナー

� 新井　和雄�氏（下館ＲＣ）

第３分区ガバナー補佐

� 大木　清実�氏（水戸さくらＲＣ）

地区副幹事� 瀧田　昌甫�氏（下館ＲＣ）

地区副幹事

� 笠倉　　勉�氏（しもだて紫水ＲＣ）

第３分区ガバナー補佐セクレタリー

� 和田公一郎氏（水戸さくらＲＣ）

◇ １億円達成クラブ感謝状伝達

　新井ガバナーより、岡﨑会長には米山記念奨

学会１億円達成クラブ感謝状が伝達されました。

◇「END POLIO NOW：歴史をつくる

　 カウントダウン」感謝状伝達

　新井ガバナーより、岡﨑会長には2020～

2021年度「END�POLIO�NOW：歴史をつくる

カウントダウン」感謝状が披露されました。

◇ 会長の時間

岡﨑会長

　新井ガバナー、ようこそお越し下さいました。

　７月第１例会で会長就任挨拶をした際、シェ

カール・メータ RI会長、新井ガバナーについ

て紹介をさせていただきました。

　４月３日・４日に開催された会長エレクト

研修セミナーにシェカール・メータ RI会長が

Web で登場されました。これには本当に驚か

11 月第２例会 司会　川﨑（隆）委員長例 会 報 告

申し上げます。

　地区の具体的行動指針としては

１．ロータリーの新しい重点分野「環境の保全」

の推進

２．クラブをサポートする持続可能な地区運営

体制の強化

３．質の高い奉仕活動の推進

４．公共イメージの向上

５．ロータリー財団の活用と支援

６．米山記念奨学会の支援

７．ヒューストンに行こう！

以上の７つです。

　ご清聴ありがとうございました。

茨城海岸美化プロジェクト

新井ガバナーと岡﨑会長



されました。世界に530以上あるロータリーの

地区の中、地区のセミナーで RI会長の話をラ

イブで聞くことができたチャンスは、いくつ

あったでしょう。このエピソードで、新井ガバ

ナーの行動力・企画力に圧倒されました。

　そして、その際初めて耳にした「2021茨城

海岸美化プロジェクト」は、５月の地区研修・

協議会の時点で「国内14地区、海外27地区が

賛同し、第2820地区と同じ９月12日に海岸清

掃を開催予定」と伺いました。最終的にはさら

に参加地区、参加人数が増えたようです。

　この海岸美化プロジェクトは、コロナ禍の為、

二度の延期を経て先週11月３日（文化の日）晴

天の中、やっと開催できました。水戸ＲＣから

は、会員・会員家族・インターアクト・ローター

アクト・米山奨学生の趙さん、総勢89名の参

加をいただきました。皆様、本当にありがとう

ございました。

　今年は、昨年に続き、懇親会なしのガバナー

公式訪問ではありますが、記念講演、クラブ協

議会と、新井ガバナー、一日ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。

　会員の皆様、本日はご協力よろしくお願いい

たします。

◇ 出席報告

山口(晃)委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

122名 92名 30名 77.31%

（内Zoom出席５名）

前週訂正出席率　85.22%

◇ 会員メークアップ

10/27� ワールド大阪ＲＥＣ　秋葉　良孝

10/31� インターアクト年次大会

� 井上　壽博、齊藤　佳昭、安　　圭一

� 白田　礼治、荒川　繁美

11/1� 地区クラブ奉仕委員会　荒川　繫美

11/3� 茨城海岸美化プロジェクト

� 岡﨑恵一郎、白田　礼治、荒川　繫美

� 二川　泰久、畠山　佳樹、秀　　洋一

� 石井　隆志、石川　真二、鎌倉　孝光

� 片岡　宗厳、川名　信博、川﨑　隆一

� 北島　重司、鯉沼　弘之、小泉不二夫

� 工藤　勝則、宮﨑　雅彦、内藤　　学

� 中庭　　忠、西　　　修、小川　洋平

� 奥野　康作、小野瀬貴久、大崎　則彦

� 小宅　敦雄、齊藤　佳昭、清水　洋一

� 篠田　吉孝、杉本　　健、鈴木　勝彦

� 髙原　　裕、高貫　　修、高尾　哲也

� 照沼　重輝、任田　正史、豊﨑　一彦

� 土子　仁志、上野　　淳、山口　晃平

� 山口　政美、安　　圭一、横須賀　靖

11/4� 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

11/5� 勝田ＲＣ　土子　仁志

◇ にこにこＢＯＸ

� 鈴木（勝）委員長

新井ガバナー……本日一日よろしくお願いいた

します。

大木ガバナー補佐……本日のガバナー公式訪問、

宜しくお願い致します。

井上会員……新井和雄ガバナー今日はご苦労さ

まです。

大久保会員……新井ガバナーの水戸 RC 訪問を

祝して。

岡﨑会員……新井ガバナーご指導よろしくお願

いいたします。

白田会員……新井ガバナー本日よろしくお願い

いたします。

二川会員・小田部会員・谷川会員……新井ガバ

ナー本日はよろしくお願いします。

川名会員……新井ガバナー本日はありがとうご

ざいます。

砂押会員……今日は写真撮影ありがとうござい

ます。

豊﨑（繁）会員……新井ガバナーを迎えて感謝を

込めて。

髙原会員……新井ガバナー、本日は水戸ＲＣに

おいでいただき、ありがとうございました。

内藤会員・内田会員・清水会員……新井ガバナー、

ようこそ水戸ＲＣへ。

横須賀（靖）会員……新井ガバナー、訪問ありが

とうございます。11月３日海岸清掃ありが

とうございました。

関根会員……延期になっておりました次女の成

人式が行われました。

加藤会員……誕生祝いありがとうございます。

安（圭）会員……誕生祝いありがとうございます。



小川（洋）会員……妻の誕生祝ありがとうござい

ます。

本日の合計 21件 120,000円

◇ 財団ＢＯＸ

石井　隆志会員……財団の友献金

（第９回）＄100　11,400円�（累計＄5,900）

荻原　　武会員……財団の友献金

（第６回）＄100　11,400円�（累計＄3,600）

片岡　宗厳会員……財団の友献金

（第４回）＄100　11,400円�（累計＄2,400）

篠﨑　和則会員……財団の友献金

（第２回）＄100　11,400円�（累計＄2,200）

松井　忠重会員……財団の友献金

（第２回）＄100　11,400円�（累計＄2,200）

山口　晃平会員……財団の友献金

（第１回）＄100　11,400円�（累計＄2,100）

高貫　　修会員……財団の友献金

（第５回）＄100　11,400円�（累計＄1,500）

高尾　哲也会員……財団の友献金

（第５回）＄100　11,400円�（累計＄1,500）

齊藤　佳昭会員……財団の友献金

（第４回）＄100　11,400円�（累計＄1,400）

安　　圭一会員……財団の友献金

（第３回）＄100　11,400円�（累計＄1,300）

中村　三喜会員……財団の友献金

（第10回）＄100　11,400円�（累計＄1,000）

横須賀　靖会員……財団の友献金

（第９回）＄100　11,400円� （累計 ＄900）

鈴木　勝彦会員……財団の友献金

（第７回）＄100　11,400円� （累計 ＄700）

杉本　　健会員……財団の友献金

（第４回）＄100　11,400円� （累計 ＄400）

小宅　敦雄会員……財団の友献金

（第４回）＄100　11,400円� （累計 ＄400）

秋葉　良孝会員……財団の友献金

（第３回）＄100　11,400円� （累計 ＄300）

石川　真也会員……財団の友献金

（第３回）＄100　11,400円� （累計 ＄300）

小川　一路会員……財団の友献金

（第３回）＄100　11,400円� （累計 ＄300）

小原　　隆会員……財団の友献金

（第２回）＄100　11,400円� （累計 ＄200）

関根　貴雄会員……財団の友献金

（第２回）＄100　11,400円� （累計 ＄200）

安　　隆之会員……財団の友献金

（第１回）＄100　11,400円� （累計 ＄100）

この計 21件 239,400円

◇ 米山ＢＯＸ

豊﨑　　繁会員……米山功労者献金

（第８回）　10,000円� （累計　�480,000円）

片岡　宗厳会員……米山功労者献金

（第１回）　10,000円� （累計　�310,000円）

内田　浩司会員……米山功労者献金

（第10回）　10,000円� （累計　�300,000円）

田中　邦彦会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円� （累計　�260,000円）

安　　圭一会員……米山功労者献金

（第２回）　10,000円� （累計　�220,000円）

高貫　　修会員……米山功労者献金

（第９回）　10,000円� （累計　�190,000円）

高尾　哲也会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円� （累計　�160,000円）

横須賀　靖会員……米山功労者献金

（第５回）　10,000円� （累計　�150,000円）

齊藤　佳昭会員……米山功労者献金

（第５回）　10,000円� （累計　�150,000円）

中村　三喜会員……米山功労者献金

（第２回）　10,000円� （累計　�120,000円）

工藤　勝則会員……準米山功労者献金

（第８回）　10,000円� （累計　　80,000円）

この計 11件 110,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．本日のガバナー公式訪問スケジュールは、

下記のとおりです。

　　例会・記念講演　12：30（４Ｆ　ステラ）

　　記念撮影　　　　13：40

� （３F　ジェンティール）

　　クラブ協議会　　14：00（２Ｆ　リルト）

　＊ご協力お願いいたします。

２．11月はロータリー財団月間です。

　今年度の目標は、一人あたり年次寄付130

ドル・ポリオ寄付20ドル・恒久基金お１人



が目標です。11月２日現在、年次寄付が5,600

ドル、ポリオ寄付500ドル、恒久基金お１人

（$1,000）です。

　今年度年次寄付目標は、15,080ドル、ポ

リオ寄付目標は、2,320ドルです。今年度、

ご寄付されていない会員はご献金よろしくお

願い申し上げます。

　11月のレートは１ドル114円です。100ド

ル単位でのご寄付をお願いします。

３．会員組織委員会家庭集会が開催されます。関

係会員の方 ご々出席お願いいたします。

　　と　き　11月11日㈭　18：30

　　ところ　和風洋処　庵

　　議　題　１）新会員へのサポート

　　　　　　２）入会候補者紹介のシステム

　　会　費　6,000円

４．第１回指名委員会が開催されます。

　　と　き　11月16日㈫　13：40

　　ところ　例会場（水戸三の丸ホテル）

　　議　題　１）2022～2023年度役員理事に

　　　　　　　　ついて

５．歴代会長会が開催されます。

　　と　き　11月30日㈫　13：40

　　ところ　例会場（水戸三の丸ホテル）

　　議　題　１）クラブ運営について

　　　　　　２）その他

６．水戸市内６ＲＣ例会日時場所変更及び休会

のお知らせ。

　・水戸西ＲＣ　11月10日㈬

� 於　水戸プラザホテル

　　　　　　　　24日㈬

� 於　水戸プラザホテル

　・水戸さくらＲＣ　11月22日㈪

� ―定款第７条第１節により休会―

　・水戸南ＲＣ　11月26日㈮� 18：30→12：30

＜会員からの俳句・短歌・川柳＞

ガバナーが見える日こそいつになく

� 身の引き締まる立冬の朝

� 牧　　厚志�会員

例　会　予　告

１１月２３日（火）
―�定款第７条第１節により休会�―

１１月３０日（火）於　水戸三の丸ホテル
―�イニシエーションスピーチ�―
卓話「放送現場で学んだこと」
� 田中　文弥�会員

１２月７日（火）
―�イニシエーションスピーチ�―
卓話「54年の歩みと今後の目標」
� 関根　貴雄�会員

１２月１４日（火）
卓話「笑顔を守る仕事～来春の私」
� 常磐大学４年　青柳　陸斗�さん
　　「私の大学生活と将来の夢」
� 常磐大学３年　荒井　勇哉�さん
　　「私の将来の目標」
� 常磐大学１年　新山　凌風�さん

週報担当　長野　久嗣�委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

千波湖ビオトープのメンテナンス事業　10月16日


