
201７年9月1０日（日）

天竜病院大会議室

天竜やまゆり保護者会

第４１回療育研修会
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2017年9月10日

1 開会宣言 司会 13:00～

2 来賓紹介 病院ご来賓の方々より一言づつ 司会

三国交流会　（静岡てんかん神経センター　わかくさ保護者会）　八木会長様より一言

3 会長挨拶 会長 13:05～

4 病院より 日用品費について 企画課　松尾　専門職 13:10～

5 病院より １病棟の生活近況報告 平田　副看護師長 13:25～

２病棟の生活近況報告 望月　看護師長

療育および行事活動報告 森　療育指導室長

質疑応答

6 休憩 ５分間 13:55～

7 講演  テーマ：｢終活：プロが教える、一円でも多くの財産を残すために今必要なこと｣ 14:00～

相続コーディネート 代表 小野崎 一綱様

質疑応答

8 御礼 保護者会役員 14:50～

9 指導室より 療育指導室長 14:55～

10 事務局より 事務局

11 閉会宣言 司会 15:00

第４１回療育研修会プログラム
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会 長 挨 拶 

 

 

 

本日は多数の皆様のご参加をいただき誠に有り難うございます。 
第４１回目の療育研修会を開催できますことを感謝するとともに、関係者の

方々に厚く御礼申し上げます。 
今年は６月に悲しい伊熊先生の事故があり、私個人として、また保護者会と

しても大変悲痛な日々でありました。伊熊先生の献身的な医療に感謝するとと

もに、私たちは患者のために出来ることを精一杯努力するのみです。 
最近私がさぼっているため、ホームページの改善が遅れ、他保護者会との交

流も低迷しておりますが、本日は三国交流会も兼ねており、静岡てんかん神経

センターのわかくさ保護者会の方々をお招きしております。午前中には交流会

を開催し、意見交換を行いました。残念ながら富士のさくら会の方々は富士病

院から静岡医療センター（駿東郡清水町）への機能移転・転院に関して最後の

保護者会を開催されており本日は欠席です。保護者会は存続するとのことで来

年はまた三国交流会が開催できそうです。わかくさ保護者会の方々にも療育研

修会に参加いただき勉強していっていただきたいと思います。 
もう一つ報告で、７月にティンクル名古屋の施設見学と保護者会交流を行っ

てきました。やまゆりから転院された福島さんが会長をされており、会員の方々

と情報交換を行ってまいりました。他の病院視察や保護者会と交流することで、

我々の良い点、改善点が見えてきます。今後も交流を行っていきたいと思いま

す。 
さて、今回の講演は相続コーディネート、代表の小野崎様にお願いし、｢終活：

プロが教える、一円でも多くの財産を残すために今必要なこと｣と題し、如何に

財産を有効に残すか、残された人達が喧嘩しないようにするか、今から準備す

ることも大切だと考え、楽しく、聞いていて寝ない話をお願いしました。 
最後には遺言状の書き方の説明もあるようです。 
毎年申し上げておりますが、本日は“楽しく真面目な保護者会”の真面目な

日です。 
大いに勉強していってください。 
 
 
保護者会ホームページ http://tenryu-yamayuri.com/  

2017 年 9 月 10 日 
会長 藤田明宏 
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次回定例会はバザー、保護者会の楽しみの日です。

皆さん何でもいいので出品して、参加してください。

１１月１２日（日）　１２：００～
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一円でも多く財産を残す
ために今、必要なこと
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①セカンドライフでの資産構成に注意しより良い相続へつなげましょう

②資産の構成って？？

葬儀費用はどこから出すの？ 銀行が８行もある！
株が値下がりしている。 保険の契約者変更がされていない。
介護や入院代を子が支払った。 私の権利は？・・・

一円でも多くの財産を残すより、
一円でも多くの財産をより良い『モノ』で残すことを考えていきましょう！

不動産、預金、株、保険の
４つの活用を検討しましょう！
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③どうやって残す財産を検討していったらよいの？

どの資産を何割ずつ保有するのか？ 例えば、不動産６ 預金２ 株１ 保険１
さらに４分類を細かく検討 預金は定期１ 普通１ など
大切なのは、残された人が喜ぶものなのか、手間がかからないものか。

残される人のことを考えながら資産構成を検討するのがベストですが、
そうも言ってられない事情もあります。

7 ページ



④セカンドライフで直面する問題

老々介護 親子破綻・・・

健康寿命と平均寿命 約１０年の差があります。
つまり、１０年間は誰かに頼ることに。

定年後したいことランキング！ ご自身の今後やりたいこと！

１、旅行 １、
２、働く ２、
３、芸術 ３、
４、料理 ４、
５、スポーツ ５、
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⑤良い相続は良い夫婦関係がカギ？

定年後の生きがい

男性 女性
１位 健康 ５５％ １位 健康 ５２％
２位「 」４４パーセント ２位 旅行 ４０％
３位 旅行 ３位 一人気ままに楽しむ３８％

４位 友人知人や子供孫と過ごす
５位 趣味を深める
６位 美味しいものを食べる
７位 誰かの役に立つ
８位 パートナー ２１％

女性がいきいきして健康だと、つられて男性も元気でいれます。
それには良い夫婦関係がカギ！そして、お金も大切です。

ゆとりある生活をしたい！
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⑥ゆとりある生活っていくらあればいいの？

国民年金 約「 」円/月

厚生年金 約「 」円/月
※妻専業主婦 夫婦合計は、手取り ２０万ほど

いくらかかっているか書き出してみましょう
・固定資産税 10,000 →家賃だと70,000
・健康保険税 26,000
・水道光熱費 30,000
・携帯電話 10,000
・ガソリンなど 10,000
・食費 30,000
・医療費 10,000
・日常生活費 20,000
・その他 20,000
・お小遣い 20,000

186,000円
（246,000円）

夫死亡後の妻遺族年金
約「 」円
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⑦ゆとり、ありますか？

友人知人との外食
お孫さんとの買い物
年に２回の家族旅行
社交ダンスに通いたい 15,000円/月
洋服・本

・
・
・

ゆとりある生活のために
２８万～/月が必要か

⑧約８万円不足しています！

さらに、介護や老人ホーム、医療や入院。

プラスでかかるものがありそうです・・
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⑨一緒に計算してみましょう

８万円/月不足 96万円/年間不足です。

６５歳～７５歳 96万円×10年 9,600,000円
（いきいきとしたセカンドライフ時）

７５歳～８１歳 110万円×6年 6,600,000円
（どちらかが介護、施設の可能性）

８１歳～９５歳 20万/月は必要 96万円×14年 13,440,000円
（どちらか一人の可能性）
妻遺族年金12万/月（基礎年金５万＋遺族年金加算７万）

ゆとりあるセカンドライフを送るためには、約３，０００万円が必要です！
そのほかに、突発的な入院や治療費、葬儀代や相続手続き費用も
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⑩一緒に書いてみましょう

夫 ６６歳

妻 ６６歳

長男４０歳

二男３８歳

長女３６歳

孫 １０歳

孫 ８歳

孫 ６歳

７５歳

９５歳

８１歳

１９歳

１７歳

１５歳

２５歳

1,000万 700万

1,300万

無理して親の介護に子の資金を使うと・・・親子破産
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⑪どうしたら貯められる？増やせるの？

無理に増やそうとせず、視点を変えることが大切です。
不安なのは、本当のところ老後にいくらかかるかわからないから。

・２万円/月 のゆとり資金が欲しい → 投資信託などの運用系

・介護や医療、葬儀相続の費用を軽減したい → 保険の活用

・固定資産税が高い、何とかしたい → 不動産活用 賃貸や売却も

・５年以内に必要になるお金は → 預金にしましょう

将来かかる費用を、払えるうちに先に買っておく。
今ある資産を活用し、将来の収入にする。
多くを望まず、２万円/月 「節約する、増やす」を心掛ける →４万円の価値

残される方のことを想って、計画的に進めましょう。
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⑫まず何から始めたらいいですか？

それぞれの背景や想いをまずは大切に。
できることから始めましょう。

・新聞折込チラシを見て買い物に行くと 年間２万円節約！？
・家を建てるときは、親からの贈与より借金の方がお得！？
・株は年１回の売買でしっかり利益が残る！？
・保険を使うと、将来の費用を軽減できる！？毎年もらえるものもある？
などなど

セカンドライフをお金だけではなく、心も豊かにすることで、
次世代に喜ばれ、スムーズな相続へとつながります。

エンディングノートや遺言も検討しましょう！
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⑬相続の基礎
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⑭遺言ってなに？ 遺書みたいでヤダ！ 何で必要なの？？

②どんな人が書いてるの？

「 」の評価が難しい
「 」が口癖

「 」に迷惑かけたくない方
「 」に多くあげたい

引用：日本経済新聞2012/6/10
次世代のために、自身の財産や身分につい
て遺言者の意思を実現させるため書き残す
もの。
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⑮書くと良いことあるの？

④そもそも何をどこまで書けるの？
息子の悪口はダメ？

「 」がスムーズです。
水戸黄門の印籠みたいです！

「 」じゃない人にも渡せる

※遺留分にご注意を
「相続人に法律上確保された最低限度の財産のこと」

「 」についてと「 」について
相続分の指定・分割方法や認知についてなど

かならず覚えましょう！
「 」について
遺言に書かれている内容を実現する人
（手続きの代表者）
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相続コーディネートは、相続手続きのサポートを主に行ないセミナーによる情報提供
や事前の想談（そうだん）を通じて一人でも多くの方の相続が円満に、そして豊かな
ものになるようお手伝いをしています。
皆さまにとって、一番身近な「家庭のサポーター」となれるよう心に寄り添い続けて
いければと思っております。

無料相談やセミナーのご依頼・お問合せは下記までお気軽にどうぞ！

相続コーディネート

電話: ０５３－４２４－６８４４ FAX: ０５３－４２４－６８４５

E‐mail : risekzas@gmail.com
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