寺子屋の活動報告
相続寺子屋

東北
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平成２８年７月２２日（金）に第１回相続寺子屋東北の会合を行い、東北エ
リアで初の相続寺子屋が発足致しました。初回は、ご経験豊富なさくらエステー
ト（宮城県）の斎藤様より「大増税時代に備える相続の不動産対策」と題して
ご講演頂きました。ご参加者は９名、宮城県以外にも岩手県、山形県、福島県
からもご参集頂き、勉強会に続いての懇親会では、お互いの自己紹介からこの
仕事にかける思いなどを語り合いました。
第２回は、１１月１８日（金）に平井理事長を講師に「相続資産ポートフォリ
オの見直し～生前準備から生前実行のご提案～」をテーマに約２時間、新規参
加者を交えて研修を行い、引き続き平井理事長による３９期養成講座体験講座「相続アドバイザーが世のなかに求められている！」が２１
名の参加の下行われ、その後懇親会となりました。平井理事長、延べ４時間に亘るご講演、そして懇親会、大変ありがとうございました。
まだ活動は不定期ですが、当面は年４回程度を予定し、広く東北エリアからの参加を呼びかけ、東北地域への普及、貢献に努めたいと思っ
ておりますので、今後とも宜しくお願い致します。
「相続寺子屋 東北」事務局 ＳＡ２９期生 佐々木篤

相続寺子屋

北海道

全国のＳＡの皆様！Ｈ２８年５月、北海道のＳＡメンバー１８名を対象に呼びかけを行い発足した寺子屋北海道です。
設立趣旨は次のとおり。
１、ＳＡの活動を地域から支える場として機能したい。
２、貢献の柱は、「学び」と「交流」です。
寺子屋を通じ、一つでも仕事の成果に結びつく良いチームが出来ることを願っています。
これまでに、３回の研修会を実施してきました。
第一回 「ＳＡの役割と可能性」 えんゆう相続㈱ 代表取締役 池ヶ谷昌之
第二回 「最近の相続事情」行政書士 関上健一郎
第三回 「民法と相続」弁護士 太田勝久
北海道のＳＡメンバーは様々な分野の専門家によりバランス良く構成されています。何か調べるには好都合です。しかし、何せ首都圏から
遠いデメリットを抱えます。講師選びにも苦労します。がしかし、何も無い所（北海道を言っているのではありません。）、どんな状況でも
集って勉強することは可能です。三人寄れば文殊の知恵、良い仲間、良いチームが出来れば可能性は無限大であると信じます。
来年（Ｈ２９年）の予定
２月１３日（月）18：30 ～ 研修会 道銀ビル（大通西４）８Ｆセミナールーム
以降４、６、８、10、12 それぞれ二か月に一回、基本は第２月曜日に予定しています。（変更もあります。）Ｈ２９年度の研修は実務的
な案件を持ち寄り、皆で解決策を考えるワークショップ的な研修会を予定しています。もちろん二次会もセッティングします。（参加自由）
追伸 北海道の相続寺子屋はＳＡメンバー以外でも参加自由です。全国の皆様の参加を心よりお待ちしています。一緒に相続を学び北海道
の地酒を一緒に飲みましょう！
相続寺子屋北海道
代表 大植 隆 北海道アプレーザーズ・ファーム代表取締役 不動産鑑定士
札幌市中央区大通西４ 道銀ビル７Ｆ
℡ 011-806-0707
事務局 池ヶ谷昌之 えんゆう相続㈱代表取締役 50 歳になったら相続学校札幌校校長 不動産業
札幌市中央区南１西 10 第２海洋ビル５Ｆ ℡ 011-596-7068

第 103 回寺子屋東京に参加して
第 103 回「相続寺子屋東京」平成 28 年 9 月 16 日 ( 金 )15 時より、東京国立博物館

第一部「ギリシャの神々江戸降臨」を、東京海洋

大学名誉教授の丹波隆子先生と同行して、平成館にて古代ギリシャ展の絵画・彫刻・金銀の王冠・アクセサリー・その他展示を見学しな
から様々な解説をいただき、時空を超えた神話の旅に導いて頂きました。
第二部は、会場を江戸博物館学習室に移動し、語り継がれるギリシャ神

見学となりました。

理事

大盛敬子

●相続寺子屋東北＆北海道
●第 103 回寺子屋東京に参加して

● 平成 29 年 1 月 14 日〜 2 月 19 日 第 39 期相続アドバイザー養成講座全 20 回

間のように愛憎劇を繰り広げた物語がギリシャ神話であると言う講義は
講義の続きは会場近くのﾚｽﾄﾗﾝで懇親会を行い更に盛り上がり充実した

静岡県すまい博 2016
相続相談会 in 海老名
戸籍セミナー
2017 Schedule

ゼウス、愛の化身アプロディテとエロース」の講義を

丹波先生より聴くことができました。そして、多くの神々が登場し、人
今も神話は生きている実感がありました。神話の裏側話も大変面白く、

相続フォーラム in むさし野！
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がら大変わかりやすく古代ギリシャより語り伝わるギリシャ神話の歴史

話の「天界の王
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● 平成 29 年 3 月 29 日 通常総会
● 平成 29 年 4 月 5 日〜 7 月 26 日 第 40 期相続アドバイザー養成講座全 20 回
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相続フォーラム in むさし野
２０１６年１１月２３日勤労感謝の日に行われ
た、相続フォーラム in むさし野の様子をレポート
しました。当日は、天気は曇りで時折陽が差す、大
変寒く木枯らしが強い日でしたが、多くの方の参加
をいただきました。
全体の流れは、午前中に野口先生の基調講演を行
い、午後は４０分間のミニセミナーを４回実施し、
その間一枠定員６組の無料個別相談を午前中２枠、
午後４枠合計３６組分の対応準備をいたしました。

基調講演

ミニセミナー

実際の参加者は、講演関係では、基調講演１２名、
ミニセミナー A２０名、ミニセミナー B ２９名ミ
ニセミナー C１６名、ミニセミナー D９名の合計
８６名がご聴講していただきました。
個別相談では、個別相談①７組、個別相談②５組、
個別相談③４組、個別相談④２組、個別相談⑤７組、
個別相談⑥７組の合計３２組の方のご相談をお受け
することができました。
結果をアンケートから見ますと、講演アンケート
回収２４枚から、良かったという票は、基調講演７
票、ミニセミナー A１３票、ミニセミナー B１９票、
ミニセミナー C７票、ミニセミナー D１票と約半
数の方には、満足していただけたようです。
個別相談のアンケート回収３２枚からは、役に
立ったという方３２件、解決または糸口が見つかっ
たという方３１件、相談員の対応が良かったという
方３２件で、相談に関して、ほとんどの方が、満足
していただいたようです。
また同じアンケートで、今後の開催の希望につい
ては、定期的に開催してほしいという方１３件、チャ
ンスがあれば参加したい方が１５件となり、相続相
談のニーズは、非常に強いと実感しました。
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静岡県すまい博 2016
静岡県では例年県の事業として住まい博を開催していますが、今年も
7/16 ～ 18 日の 3 日間「静岡県住まい博 2016」が開催されました。
相続アドバイザー協議会では静岡県の委託を受け、昨年に続き今年も
相続相談員としてＳＡ会員を派遣させていただきました。また、「くら
しとすまいの豆知識」と題した、相続を絡めたミニセミナー講師も勤
めさせていただきました。社会貢献の一環として、今後ともこのよう
なイベントには積極的に参加させていただきたいと思います。
SA12 期生 殿岡武春

相談風景

来場されたきっかけになった広告に関しては、社
協および市の会報からという方が４件、新聞および
リビングの折込広告を見て、来ていただいた方が２
５件でしたので、複合的な効果もあるとは思います
が、ほとんどの方が、折込広告を見ての参加という
結果になりました。今後の開催について、お役に立
てればと思います。
アンケート用紙を拝見しますと、項目に〇を付け
るだけでなく、手書きの感想や感謝の言葉も多く、
アンケート用紙の印刷で、
「良かった」の部分に手
書きで、
「感謝であります」
、
「ありがとうございます」
などの記載があり、フォーラムを開催して良かった
と感じます。
特に、基調講演での野口先生の「人間としての心の
あり方に感動した」という記述が印象的でした。や
はり、
相続は「心」が大切なのだと、
再確認しました。
最後に、２月から約１０か月間にわたる準備と、
各団体への日参を繰り返し、直前まで寒空の下、人
海戦術でのチラシ配布を行った開催スタッフ全員に
深く感謝をいたします。

相続相談会 in 海老名
相続寺子屋 神奈川では、10 月 25 日に市民を対
象にした相続相談会を開催しました。概要は以下
の通りです。

日時

平成 28 年 10 月 25 日（火）
10 時～ 17 時
場所 海老名市文化会館
主催 相続アドバイザー協議会
（相続寺子屋神奈川）
協賛 海老名市社会福祉協議会
来場相談者 14 組
（相続アドバイザー 6 名による相談対応）

▲相談会場①

▼相談会場②

記述：実行委員 35 期 中川 裕介

▲相談会入口

集合写真

次回は海老名市が加わり、開催の準備を進めて
昨年、一昨年に続いての 3 回目の開催でしたが、 おります。市があと押しをしてくれることで、益々
アンケートには親切で丁寧な説明に感謝しますと
相続アドバイザー協議会の理念を地域に広め浸透
の声が複数有り、ほとんどの相談者が定期的な開
させることができると思います。寺子屋の活動と
催を望んでおられました。相談者数は以前ほどの
して、メンバー個人の知識・技量の習得と同時に、
数ではありませんでしたが、継続して開催してい
相続相談を通じて法律問題にしない円満な相続の
くことが重要だと考えております。
実現に努めたいと考えます。

戸籍セミナー

打ち上げ

平成 28 年 11 月 10 日埼玉県連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会で講演
を行いました。
題目 「戸籍届出・記載の諸考察」～市民サービスと個人情報～
講師 田中康雅氏 （相続アドバイザー協議会常務理事 司法書士）
個人情報の観点から戸籍制度を考え、個人情報の漏洩防止や不正利用を監
視の重要性を法制度の改正を踏まえお話しました。

