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「相続税の計算方法と相続対策」   

  小林典正氏（税利法人オグリ） 

10月第１例会 10月 13日（木）18：45～20：30 

 ラ・スースANN 

 今回、表記の

テーマにした

のは、平成 27

年度より相続

税の基礎控除

額が引き下げ

られたことに

より相続税の

対象者が増加し、世間の関心が高まったことと、ワ

イズも高齢化が進み、相続が身近なものとなったと

想定し、採り上げた。 

 卓話を引き受けていただいた、税理士法人オグリ

の相続診断士の小林典正先生は、簡潔なレジュメに

基づき、多少専門的で、難解な箇所もあったものの、

テンポよく判り易く説明していただいた。最後の質

疑応答では熱心な質問が多数なされた。 

 税理士法人オグリに卓話をお願いしたそもそも

のきっかけは、上記の理由ではない。現在、名古屋

ＹＭＣAは会員増強運動に注力しており、ＹＭＣＡ

の会費収入の嵩上げとその方法をめぐり、議論をし

ている最中である。その中でＹＭＣＡ事務局に対し

某信託銀行より、ある個人が遺贈を考えているので、

その受け入れ先としてＹＭＣＡは対象になるかと

の問い合わせがあったとの報告を耳にした。更に、

日を置かずして日経新聞に全国の相続（税）を専門

とする税理士（法人）の広告が掲載され、唯一、名

古屋地区ではオグリ税理士法人の名前が出ていた。 

 すぐ同事務

所を訪問し、遺

贈案件があれ

ば、その受け入

れ先として名

古屋ＹＭＣＡ

を記憶に留め

て欲しい旨を

伝えたと同時に、一般論としての相続（税）の話を 

していただきたいと依頼したところ、了承していた

だいた。 

 名古屋ＹＭＣＡは、会員制による、個人、法人か 

らの幅広い寄付に頼っているが、これからは会員増

強と並行して、相続がらみのまとまった資産の受け

入れも視野に入れ、財務基盤を築き上げてゆくこと 

も必要と思われる。過去を振り返れば、全国のＹＭ

ＣAも寄贈とともに相続財産も多く受け入れ、今日 

の財団を築き上げてきたと思われるからである。 

          （柴田洋治郎・記） 

 なお、リーダーの栗田ゆうた君（クリッキー）が 

会の始めに 11 月

開催の名古屋Ｙ

ＭＣＡチャリテ

ィーランのリー

ダーチームへの

出走費援助のお

願いのアピール

をして、ニコボッ

クスにそれぞれ協力をした。 

 

十勝のじゃがいもが到着しました 

 10月 22日（土）14：00南山ＹＭＣAに到着の 

予定でしたが 13時頃にきてしまい、スタッフと南 

山の杉山会長などで作業はおわっていました。 

 矢場とんの若い衆が荷を取りに来ていて作業を

手伝ってくれました。 

 東海の数は合計で 100箱、多額貢献者は元メンバ

ーの杉山君で友人の鬼頭さんの分をふくめ 23箱。 

山村君 16 箱、鈴木孝君 11 箱、鬼頭美恵子さん 10

箱、橋爪君 8箱、山田君 6箱、野村君 5箱、遠藤君、 

長谷川君、八木君 4箱、浅野猛君、大島君、柴田君、 

松本君 2箱、鷲尾君 1箱でした。 

 元メンバーの杉山稔君もきていて杉山敏雄君も

含め久しぶりの再会、旧交を温めました。 

 北海道十勝地方の水害のため農林 31号が収穫が 

少なく一部男爵に振り替わりました。中身の品質も

心配しましたが家にかえって箱を開けてみたとこ

ろでは結構乾いていました。 
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第 40回「平和の使者クリスマスカード 

        コンテスト」募集開始 

 東海クラブが協賛行事として大切にしているこ

のプログラムは今年で 40回を数えます。 

 40年前、東海の担当主事であった秋重さんが企画

し、絵画教室の上野ミチオ先生の協力を得て、東海

クラブが協賛してスタートしたもので、多い時で

4000 点もの応募があり、今も愛知、岐阜、三重、

ソウル、南京から 2000 点近くの作品が寄せられて

います。東海クラブは特選の作品から 2点「名古屋

東海ワイズメンズクラブ賞」を選び表彰しています。 

 今年は 11月 25日（金）に締切、審査会を 12月

3日（土）に行い、特選の作品を 12月 13日（火）

～20日（火）栄のセントラルパーク市民ギャラリー

（地下鉄久屋大通り駅上北側）で展示をいたします。

表彰式は 17 日（土）に行い、浅野猛雄会長より表

彰状と盾が授与されます。 

 
昨年の審査会と展

示、東海クラブ賞の

作品。 

 展示の作業を 12

日（月）に行います。

人手が足りません

ので是非ご協力を。 

 

世界ＹＭ／ＹＷＣＡ合同祈祷週 

  11月 13日（日）～19日（土） 

テーマ「誰も置き去りにしない」 

   （ルカによる福音書 10章 25～37節） 

 

 このテーマのもとに、全世界の YMCA・YWCA

に連なる人々が祈りを合わせる一週間です。 

名古屋での合同祈祷会は 11月 5日（土）13：30～ 

15：30 名古屋YWCA（栄・愛知芸文センター前） 

奨励：日本キリスト教団南山教会村山盛芳牧師 

☆12月第 1例会は 12月 3日（土）に変更。 

 名古屋地区連絡会で4クラブ合意した合同クリス 

マス祝会の開催は実行委員会を編成し、11月 2日 

（水）の連絡会と合同で協議、詳細が決定されます。 

東海の担当（実行委員）は山村君、橋爪君、浅野猛 

会長です。 

 現在決まっているのは 

  会場：クレストンホテル（栄・パルコ） 

名古屋地区他クラブのワイズメン、メネットと交流 

する良い機会です。是非ファミリーで参加を予定し 

ましょう。 

秋はプログラム満載、どれに参加？ 

★第 23回チャリティーラン 

 11月 12日（土）9：30～15：30 

 名城公園 

 障がいを持つ子どものためのプログラム基金の

ために。今年の実行委員長は青木哲史君（グラン

パスクラブ） 

 東海クラブは 2チームのスポンサー（桜花学園と

春日丘高インターアクトクラブ）と飲み物の提供

をします。 

    

 

★DBC奈良クラブ・御殿場クラブとの交流会 

 11月 19日（土）・20日（日） 

 秋のまほろば古都奈良を満喫します。 

 宿泊：「神の宿る郷・かつらぎの森」 

★根の上一泊ワーク：11月 22日（火）・23日（祝） 

 今年最後のワーク、黄葉を愛で瀬戸名物の焼きそ

ばやホルモンのバーベキューを楽しみ語り合う。 

秋かと思えばもう冬、12月は目前です。 

★クリスマスキャロル inセントラルガーデン 

 12月 23日（祝）18：00・19：00 

 名駅前セントラルガーデン 

★12月第 3例会（忘年会）も今年は「何時？」 

 「何処で？」 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  11月 18日  遠藤彰一君 

       11月 21日  服部敏久君 

 メネット   11月 17日   山田育江さん 

 

結婚記念日おめでとうございます 

今月の西日本区強調月間 

 Public Relations & Wellness 

「ワイズデーを PRして、ワイズメンズクラブの社

会的認知度を高めましょう！そしてEMCやクラブ

活性化に繋げましょう。」 

   西日本区広報・情報委員長 

伊藤 剛君（京都トゥービークラブ） 

10月第 2例会報告 20日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 9名  

①11月第 1例会：11月 10日（木）18：45～ 

 会場：ラ・スースANN 担当：鷲尾文夫君 

 卓話「データでみる愛知県民の暮らし」 

 講師：古田千尋氏（岐阜県可児工業団地共同組合） 

②今後の予定： 

 じゃがいも荷下ろし：10月 22日（土）14：00 

ピースフルサンデー：10月 30日（日）南山Y 

世界 YM・YWCA 祈祷週合同祈祷会：11 月 3 日

（土） 名古屋YWCA（栄） 

チャリティーラン：11月 12日（土）名城公園 

根の上一泊ワーク：11月 22日（火）・23日（祝） 

中部評議会・EMCシンポ：11月 26日（土） 

③12月第 1例会：12月 4日（日） 

 名古屋地区合同クリスマス祝会 詳細未定 

④じゃがいもファンド：北海道水害で農林 31 収量

収量不足により一部男爵に振り替え 

⑤DBC奈良クラブ・御殿場クラブ交流会： 

 11月 19日（土）・20日（日）奈良クラブの担当 

 「秋のまほろば（大和）で交流をふかめよう」 

19日：当麻寺見学？・17：30宿泊地（神々が宿

る郷・かつらぎの森）18：00懇親会 20日：葛城

山散策（ロープウエイで山上へ）昼食後解散 

⑥50周年準備委員会 

 2017年 5月 14日（日）12：30～16：00 

 マリエカリヨン名古屋（出雲殿） 会費：10,000

円 参加者数を 70～100 人を予想 案内は中部

各クラブ・西日本区役員・奈良クラブ・御殿場ク

ラブ・旧メンバーなど 今後のスケジュールと役

割分担について（詳細は後日記録にて） 

⑦第 40回名古屋YMCA「平和の使者クリスマスカ 

 ードコンテスト」東海クラブ協賛行事 

 締切：11月 25日（金）審査会：12月 3日（土） 

 展示作業 12日（月）展示 13～20日表彰式 17日 

 

◎例会・行事の出席者 10月出席率 17／17 100％ 

 10月 2日：チャリティボウリング柴田・長谷川 

10 月 8・9 日：日本 YMCA 大会 浅野猛・野村

夫妻 

10月 10日：根の上まつり 浅野猛・池野・遠藤・

橋爪・松本・八木・山田・山村・遠藤 F（6） 

10月 13日：第 1例会  浅野猛・浅野麻・遠藤・

大島・太田・柴田・鈴木一・鈴木孝・橋爪・長

谷川・服部・松本・八木・山田・山村・鷲尾 ゲ

スト：栗田（クリッキーリーダー） メークア

ップ：池野  

 10月 20日：第 2例会 浅野猛・浅野麻・池野・

大島・長谷川・松本・八木・山田・鷲尾 

 10月 22日：じゃがいも荷下ろし 浅野猛・浅野

麻・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木 

 10月 30日：ピースフルサンデー 

  

  

 ◆2016～2017年度クラブ役員 

会 長：浅野猛雄 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山田英次 一般会計：池野輝昭 

特別会計：橋爪良和  会計監査：（直前会長） 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘・

大島孝三郎  ＥＭＣ：服部敏久・鷲尾文夫   

地域奉仕・環境：池野輝昭・野村秋博  

国際・交流：橋爪良和・鈴木孝幸・太田全哉  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

松本 勝・八木武志 根の上担当：山村喜久・浅野

猛雄・八木武志 メネット連絡員：松本淳子 

50周年記念例会委員会：松本 勝・浅野猛雄・柴田

洋治郎・鈴木孝幸・橋爪良和・八木武志 

◆西日本区委員・中部役員 

区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 区 JWF 管理

委員：橋爪良和 中部 YMCA サービス・ユース主

査：山田英次 中部監事：長谷川和宏

                                                 


