第１５例会記録(通算第 2543 回)
平成 24（2012）年１１月５日
１１月お誕生日の皆様、おめでとうございます！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4..IAC 卓話 国府高校 IAC

１１/２１ 中央 RC ゴルフコンペ
１２/３ 南 RC 家族会

会長報告（浅山弘康君）

幹事報告（漆島典和君）

第 60 回民間放送全国大会（東京）に出席のため、例会欠

１．ロータリー日本事務局より

席となり、大変申し訳ございませんでした。この「民放大会」
は年に 1 回開催され、その年の全国の民放が制作した、ラ
ジオ、テレビ番組やＣＭ等の中から優秀に作品等を発表す
る事がメインとなっている大会です。また、その中で、メイン

ロータリーニュースレターの送付
２．熊本中央RCより
チャリティゴルフ参加申し込みのご案内（再）
３．R親睦囲碁大会実行委員より

の日本放送文化大賞のグランプリ賞は当日、大会会場で

第1回親睦囲碁大会開催のご案内。

発表されるのが慣例となっております。（全国を 7 ブロックに

４．全国ローターアクト研修会実行委員より

分け、1 ブロック、最優秀作品のラジオ、テレビの各々7 本
が最終審査に残り、当日の大会会場でグランプリが発表さ

第25回全国ローターアクト研修会本登録のご案
内

れるものです。）ＲＫＫとしましては最終審査にラジオ番組
「ゆりかご 5 年の記録～命倫理の間で～」が九州・沖縄地
区で最優秀作品になり、当日を迎えました。お陰さまで 11

例会変更のお知らせ

月 7 日（水）の熊日朝刊でも掲載されましたが、グランプリを

○城東ＲＣ～ワイン例会の為時間・場所変更

受賞いたしました。大変光栄なことであり、熊本の聴取者の

[変更前] １１月２６日（月）１２：３０～

皆様にも感謝するものです。以上、ＰＲで恐縮ですが、会

[変更後] １１月２６日（月）１８：３０～

長報告とします。

[場

所] コート・ド・レーベ縷々

タイトル「ゆりかご 5 年の記録～命と倫理の間で～」
番組内容・・・
“虐待や遺棄から赤ちゃんの命を救いたい”と

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会

いう願いから開設された熊本市・慈恵病院の「こうのとりの

[日

ゆりかご」
。設置から 5 年を迎え、民間病院が引き受けてい
る難問を伝えた番組。後日、再放送の予定です。

時] １１月2９日（木）

●社会奉仕委員会（赤澤 剛君）
熊本城マラソンボランティアの件

出席報告（現王園敏伸君）

ボランティア希望者は RC 事務局まで。

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６１名

３８名

66.67％

８５．９６％

●プログラム委員会（渡邉秀章君）
アンケートと卓話者紹介のお願い

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）
スマイルボックス（坂本研一君）
○堀川貴史君・漆島典和君・古財良一君

委員会報告

本日の卓話者坂本様に心から感謝します。楽しみにして
おります。

●親睦活動委員会（三角雄介君）

○堀川貴史君 １０X
父死去の際はご懇篤なるご弔詞を頂きご丁重なるご供物
を賜りましてご芳志の程ありがたく厚くお礼申し上げます。
お陰様で七七日忌法要を滞りなく相営むことが出来ました。
皆様方のご厚情に対し改めて心から深謝申し上げます。
就きましては供養のお印までに心ばかりのスマイルを致し
ますので、何卒ご受納くださいますようお願い申し上げま
す。本来であれば、会員の皆様、お一人お一人に、御礼
をすべきところかと存じますが、父も私も大変お世話になり
ましたクラブにお返しすることに致しました。クラブの奉仕
活動にお役立ていただき、その活動に私自身が参加させ
て頂くことが何よりではと考えました。ご理解のほどよろしく
お願い申し上げます。
○寿崎肇君
11 月 1 日熊本教育振興会主催東稜高校で第 16 回新しい
風を呼ぶ教育講演会を行いました。テーマは「世界に通
用する日本人を目指せ―古今の偉人をお手本に―」講師
は寺子屋モデルの山口社長でした。生徒さんの熱心な姿
に私の方が感激いたしました。私は会長の挨拶として 1 日
に 100 回以上「ありがとう」を言おう必ず協力者が増えます。
受験が忙しいのによかったかなと思いました。感謝してス
マイルを。
○渡邉秀章君
[ 誕生祝 ]

本日ここホテル日航熊本において「お客様に感謝する夕

[ 結婚祝 ]

山本博史 君

１１．３

木村弘訓 君

１１．９

瀬尾広夫 君

１１．１０

渕田俊郎 君

１１．１０

河口義弘 君

１１．２３

馬場大介 君

１１．１５

松本嘉七 君

１１．２４

玉田光識 君

１１．１５

塩井泰明 君

１１．３０

べ」を開かせて頂きます。今年は蒲島知事、幸山市長はじ
め 650 名の方々にお越しいただき、南 RC からも 10 数名
の方がご参加くださいます。本来皆さんにご案内すべきで
すが、申し訳ありません。今年も夕べが開催できたことへ
の感謝とご案内できなかった会員様へのお詫びのスマイ
ルです。

１２/３ 家族会 家族対抗歌合戦のご案内
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○井上雄一朗君

新入会員卓話（坂本幸樹君）

渡邉さん、瀬尾さん、本日の NTT 感謝の夕べにお招きい

「プルデンシャル生命とは」

ただきありがとうございます。よろしくお願いします。また、
倉崎さん本日朝からお世話になっております。夕方の納
品楽しみにしています。
○井上雅文君、玉田光識君、渡邉秀章君、野田三郎君
坂本幸樹会員の卓話、大変楽しみです。
・同業者として勉強させて頂きます。（井上）
・度重なる日程変更すみませんでした。（玉田、渡邉）
○三角雄介君

みなさんこんにちは！おとなしい方の坂本でございます。今

今年は、長男が七五三なので、昨日代継宮で神事をして

年の 7 月に入会してはや 4 ヶ月ほど経ちました。毎週の例会

いただきました。漆島会員にしてもらったので、長男はきっ

を通じてロータリーの勉強をさせていただきありがとうござい

と立派な人間になってくれると思います。漆島会員ありが

ます。さて、本日の卓話ですが、私が勤務しているプルデン

とうございました。

シャル生命保険はどんな会社かを知っていただきたくて 30
分話をしようと思ったのですが、会社に非常にわかりやすい

○現王園敏伸君

DVD がありましたので、それをまず見ていただこうと思いま

本日の坂本会員の卓話を大変楽しみにしておりましたが、

す。

所用のため早退致します。また個人的に聞かせて下さ

今の DVD で出ました、創業者の坂口陽史会長は、1962 年

い。

8 月に渡米していますが、1943 年に熊本県の天草で生まれ
てます。

○喜讀宣友君

私がプルデンシャル生命に 27 歳で転職して最初の月は坂

仕事の調整をつけることが出来ず例会を続けて 2 回、新入

本が保険屋になったぞと友人の間で噂になって電話に出て

会員歓迎会もドタキャンしてしまいましたので、お詫びのス

くれない人が続出しました。会いに行っても居留守をつかわ

マイルです。今後は、出来る限り出席に務めます。

れたり、当日にアポキャンされたり約束した場所にお客様が
来なかったりと辛いことばかりの連続でした。しかし坂口会長

○平尾 豊幸君

が残してくれた言葉を机に飾って研修期間の 2 年間は盆正

来週は仕事で宮古島へ行きますのでお詫びのスマイルで

月と友人の結婚式しか休まず必死に働きました。その言葉な

す。

んですが、「まず「目標」というものがなければ「成功」という概
念さえ生まれてこないのです。成功した人たちとは、失敗者

○坂本幸樹君

たちが忌み嫌うこと、しなかったことを敢えてやって、それをさ

先週の月曜日に新しい商品が発売になり、東京へ出張し

らに習慣化していった人たちの事なのです。ただそれだけの

ておりとても忙しかったので、クラブ協議会と吉行さんの歓

違いなのです。」この言葉を繰り返し頭に浮かべながら毎週

迎会を欠席しました。お詫びのスマイルです。

3 件以上のお申し込みを連続で 200 週続けました。
今お配りしているリクルート用の冊子の 8 ページを見ていた

○坂本研一君

だきたいのですがプルデンシャル生命の社員は 2 つのコー

弊社は 10 月決算ですが、今期も不本意な結果に終わりま

スを選択できます。私は管理職ではなくライフプランナーとし

した。経営者の責任です。それと、それでも無策な自分に

て営業職を続けたいと思いました。その理由は、ライフプラン

腹が立ち、頭を丸めてやりました。こんなことで何も役には

ナーには転勤がなく、担当するお客様とは一生おつきあいし

立ちませんが、自分へのけじめです。今期こそは何とか上

ていけるからでした。丸山浩之さんとはただの保険の担当者

向きに向かうよう頑張ります。

とお客様という付き合いではなく、兄貴と弟のような関係で付
き合って頂いております。これからもよろしくお願いします。
いろんな方々のお力で、33 歳の時に最年少でエグゼクティ
ブライフプランナーに認定されましたが、初心を忘れないよう
に日々情熱を持って一生懸命仕事に取り組みたいと思いま
す。
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ここで、少しだけ生命保険の良いところをお話します。金融

1000 万円の終身保険の受取人を妻にして加入すると奥様

商品はたくさんありますが、生命保険という金融商品が優れ

は安心です。

ている点はいろいろありますが、特に優れている所は生命保
険の法律上の性格で受取人固有の財産というところです。

その他にも生命保険金は、遺言書よりさらに効果の強い遺

最高裁判所の判決で言ってあります。どういう意味かというと

言書と言われています。なぜなら遺留分の減殺請求の対象

受取人固有の財産、つまり相続財産ではありません。相続

から外せるからです。

財産でないことがどのように大きな力を発揮してくるのでしょ

本日は時間の都合でここまでにしますが、生命保険という

うか？

金融商品は非常に面白い使い方が出来るので、何かあれば
お声をかけて下さい。プルデンシャル生命は 90 歳まで加入

１．夫の借金

夫

＝

妻

できます。ご清聴ありがとうございました。

BK1000 万
借 2000 万
夫と妻がいたとして、旦那が 1000 万の預金と借金が 2000
万あったとすると、この状態で夫が死亡すると配偶者である
妻が法定相続人なので権利義務を継承します。銀行預金と
いうプラス財産を引き継ぐ権利を持っています。それに借金
というマイナス財産を引き継ぐ義務があります。両方とも普通
に相続をしてしまうと借入金の方が多く残ってしまいます。私
がした借金でもないのになんで私が払わなければいけない

【例会予定】

んですか？と、奥様が払いたくない場合どうしたらいいので

１１月１９日(月) 外部卓話 鶴島厚子様

しょうか？

（ポラリスフォーシーズン代表取締役）

まずは相続放棄です。家庭裁判所に行って相続開始を知

１１月２６日（月） 外部卓話 出田秀尚様

った日から 3 か月以内に手続きをすれば、預金も借金もなく

（出田眼科名誉院長）

なります。預金だけちょうだい、という虫のいい話はありませ
ん。相続放棄をすると銀行預金も奥様の手に入りません。
そこで、1000 万円を生命保険会社の一時終身保険に変え
た場合生命保険ではありますが、減額や契約者貸付など預

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

金のような使い方もできます。もし使わずに死亡した場合は
受取人が決まっていますので配偶者が受取人になっていれ

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

ば預金ではなくて生命保険金になっているので相続財産か

日時：１１月１５日（木）20：00～21：30

ら外れて受取人固有の財産になっています。ということは相

場所：西部ガス株式会社 熊本支社（3 階大ホール）

続放棄をして借入金はなくなったとしても生命保険金 1000

熊本市中央区萩原町 14-10

万は妻が受け取れます。
２．離婚と再婚

内容：OB 卓話リレー
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：１１月２１日(水) １６：００～

前妻 ― 夫 ＝ 妻
子

場所：国府高校「大会議室」

私の夫は以前に結婚していたことがあります。前妻との関

内容：未定

係は離婚によって切れています。ところが、前妻との間に子

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生

どもがいた場合その関係は切れません。常に相続人になりま

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

す。夫に死亡があった場合、夫の財産は妻と前妻の事の分
割協議になります。法定相続分は 2 分の 1 ずつです。夫に

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です

1000 万の銀行預金があって死亡した場合預金通帳を持っ
ているのは妻で、預金を引き出したい場合、子どものサイン
を分割協議書にしてもらわなければいけないので前妻に電
話をします。皆さんが前妻の立場だったらどうしますか？あ
んた誰？ていうかだぶっとったやろあんた！！と違う話にな
ります。といいますか前妻の連絡先を教えてない人が多いし
連絡できません。そういう時は銀行預金を引き出せないので、
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