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先日、子どもの小学校のＰＴＡで、区の卓
球大会がありました。
思えば高校時代に、毎日朝３０分、昼の休
憩時間に３０分食堂の２階の卓球場に忍
び込んで遊んでいました。
３０年経った今回、代打での参加でした
が、初めてちゃんとした卓球の試合に出場
することができました。成績は１勝１敗。段
をとっている人にはコテンパンにやられま
したが、それなりに楽しめました。

年々、冷え症がひどくなっています。何とか
冷えを軽減しようと秋からしょうがシロッ
プを飲んでいます。
最近のお気に入りは広島県福山市にある
ジンジャーダイヤモンドのジンジャーシ
ロップ琥珀です。
シナモンの風味を味わいながら、毎朝、お
湯割りで飲んでいます。血行改善目指して
この冬を乗り切りたいところです。

11月後半から、週1回ですが、テニスス
クールに通い始めました。
子供が習い始めたのをきっかけに、始め
たのですが、継続して頑張れたらいいなと
思っています。
いまは、ラリーができるようになることが
目標です!(^^)!

娘がリカちゃん人形にハマり出し、祖母と
私に『洋服を作って』『セーター編んで』と
催促したり、自分でも人形にラップを巻い
た上に粘土を貼り付けてオリジナルドレ
スを作成しています。
最近はトレンチコートやライダースを着た
大人向けのリカちゃんもあって、とてもお
しゃれです。小さい頃を思い出し、ついつ
い自分用に欲しくなりました(*́ 罒`*)

先日、映画館で爆音映画祭というイベント
が開催されていることを知りました。映画
用ではなく、ライブ・コンサート用の音響
を使って映画を鑑賞しようという試みだそ
うです。
上映作品は、「ラ・ラ・ランド」「レ・ミゼラブ
ル」「君の名は。」など音楽がキーになって
いる作品ばかり。日々子育てに追われ、映
画館は遠い存在になっていましたが、久し
振りに足を運んでみたいと思いました♪

先日、洋服をネットで買いました。海外か
ら発送でしたが、安いという誘惑に負けて
注文したら、2週間たっても発送の連絡は
来ず。
催促のメールをしたら、現在製作中で人
気の品なので1カ月以上も先の発送にな
るとのこと。呆れてキャンセルしました。
翌々日には届いている〇マゾンの有難み
を実感しました。

娘たちのピアノの発表会の時期が近づい
てきたので、そろそろ曲を決めて、本格的
に準備を始めます。
日々の練習はしんどいですが、本番のス
テージでは毎回、ぐんと成長した姿が見ら
れるので、親としての楽しみの一つとなっ
ています。
今回はどんな曲を弾くのでしょうか♪

発酵食ブームに乗っかり、先日甘酒メー
カーを購入。麹とご飯とお水を入れてス
イッチポン！
６時間後には甘酒が出来てる出来てる♡
煮物の砂糖がわりに入れて良し◎ヨーグ
ルトに入れて良し◎
けれど、やっぱり生姜を入れて暖かい甘酒
で飲むのが最高(o^^o)これで寒い冬を乗
り切れそうです!

野菜が高騰していてなかなか葉物野菜に
手が出ません。栄養面が気になる子供た
ちには給食があるのでとてもありがたい
です。
今の給食はメニューが豊富で､ラーメンや
ハンバーガーなど､さらには私も食べたこ
とのないような世界各国の料理も出てく
るようです。メニューに悩まず､作らず､料
理が出てくる毎日が懐かしいな～。

新しくスタッフになりました市村です。月に
一度のコストコ通いが最近の娯楽です。
あれもこれもと、つい買いたくなりますが、
節約のためのポイントは『絶対必要なも
の』で『近所のスーパーよりも単価の安い
ものだけを買う』こと。
でもなにせ大量なので、ストックがたくさ
んあると思うと惜しみなく消費してしまう
のですよね…。 TAX TOPICS 
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新たにスタッフとして加
わりました市村です。育
児が少し落ち着いて、
約8年ぶりの社会復
帰です。先日、さっそ
く歓迎会としてラン
チ会をしていただき
ました。

20代の頃は、毎日顔をあわ
せるとはいえ、仕事関係の人だと気
を使い、職場の人との食事が苦手で
した。けれど、今回ランチ会と聞いた
ときは、楽しみしかありませんでした。

普段は外食といえばフードコートか回
転寿司が関の山。子どもたちに手を煩わさ
れることなく、普段は行けないお店で食事
ができるのは、なんと幸せなことか！

しんどいはずだった会話も、楽し
い時間へと変わっていまし

た。アラフォーという年の功のせいか、ママ
友社会での経験のおかげでしょうか。
本来、人は変わらないものだと思っ
ていましたが、変わることもあるん
だと実感した出来事でした。

実はスタッフとして
働くことが決まってか
ら、体のあちこちに
不調が現れました。
いろいろ不安だった
せいで、主人からは

ストレスのあまり家で
爆発するのではと恐れられ

ていましたが、心配していたよう
なことは一切なく、楽しく働かせ
ていただいています。

もともと一人でいることが苦にならない
タイプの上に気も利かないので、変わった
人に映ることもあると思いますが、いつか
は社内の方にもお客様にも信頼していただ
けるスタッフになれるよう、頑張りたいと思
います。（市村）
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年末年始の営業日

年末年始の営業日については
下記となっておりますのでご案内申し上げます。

12月28日：平常通り営業
12月29日～1月3日：休業
1月4日：平常通り営業

Contents Information-目次- -お知らせ-

寒中お見舞い申し上げます

旧年中は大変お世話になりました。

私たちは引き続き、皆さまの健やかな生活やビジネスを支援させていただくよう、

誠心誠意努めてまいりますので、引き続き本年もよろしくお願いいたします。

今年から皆さまへの年賀状を遠慮させていただき、本状にて年始のご挨拶とさせていただきます。

立春とは名ばかりの寒い日が続きますが

どうぞお体を大切にお過ごしください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成三十年　一月

私たちの食生活になじみの深い牛乳。
実は、季節によって牛乳の味は変化していま
す。
牛は、暑さに弱く、寒さに強い動物。夏は、牛も
人間同様に夏バテ気味になります。食欲が落
ちてしまい食べる餌の量が減ると、脂肪分の
低下につながります。そのため、夏はあっさり
としていて飲みやすい牛乳になります。
逆に、冬は牛が寒さに耐えるために脂肪を蓄
えようとして、たくさん餌を食べます。そうする
と、脂肪分も高くなり、一年のうちで最も濃厚
な牛乳になります。

また、餌自体も牛乳の味に関係しています。
夏の餌はみずみずしい生の牧草です。摂取
する水分量が増えるため、牛乳はサラリとし
た軽い口当たりになります。
冬は乾燥した干し草を食べて水分量が減る
ために、濃度やコクが増します。
ほかにも、牛の種類や個体差、育つ環境など
が味に影響します。
たかが牛乳、されど牛乳。
この季節だけの濃厚な風味を楽しんでみて
くださいね。（日浦）

税理士事務所SBL　所員一同

牛乳は冬が旬
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通帳や印鑑、キャッシュカードは誰が管理して
いますか？
通常、名義人がその口座等を管理しているはず
です。もしこれらを祖母が管理して、孫が自由に
引き出せないのであれば、その口座にあるお
金は「名義預金」として祖母の財産となり得るで
しょう。

預金が定期預金であった場合に、継続の意思
や手続きは誰がしているのか、名義人である孫
の住所等の異動があったとき誰がその手続き
をしたのか、なども判断のポイントとなります。

口座開設に使用した印鑑は誰のものでしょう
か？
1つの印鑑を複数の人で使いまわしている、ま
たは1つのパスワードを複数の人で使っている
場合には、“名義”と捉えられてしまう可能性が
高まります。

もし、複数の人で使いまわしている場合には、な
ぜそのようなことになっているのか、誰が管理し
ているのか、“名義”でないことを第三者が聞い
ても納得できる説明が必要となるでしょう。

贈与とは、あげる側の「あげます」ともらう側の
「もらいます」の双方の意思と合意があって、は
じめて成立するものです。

【例】の場合であれば、孫名義の口座はあるけ
れど、その口座の存在を孫が知らない、という
場合は、もらう側の「もらいます」の意思がない
ということで、贈与の事実がないと判断されてし
まうでしょう。

tax topicstax topics
「名義預金」には要注意!!

祖母 孫（成人）

お金の贈与

孫名義の預金口座に入金

例

01.管理は誰がしているか？

02.印鑑は誰のものか？

03.贈与の事実はあるのか？

贈与の実行に注意すべき点はいくつかありますが、一番重要なことは贈与自体が否定さ
れないようにすることです。
贈与が否定される代表的なものが「名義財産」です。
今回はこの「名義財産」について、指摘されないための 3つのポイントを確認します。

名義財産、名義預金とは？
「名義財産」とは、その財産の名義人と実
質的な所有者が別人である場合のその財
産をいいます。つまり「名義預金」とは、預金
の名義人と実質的な預金の所有者が別人
である場合のその預金をいいます。

申告と納税
贈与の事実として “ 贈与税の申告と納
税 ”を行っているのかどうか、というものも
ポイントといえそうです。ただしこの場合で
も、【例】の場合であれば孫がその贈与税
の申告と納税の事実を全く知らない、とい
うことでは問題外といえるでしょう。

いつ指摘される？
名義財産に該当するかどうか、その指摘

は贈与を行ったときや贈与税の申告のとき
ではなく、その後の相続税申告後での税務
調査の過程においてされるものです。
相続税の税務調査の際には、亡くなった
人（被相続人）の財産状況を確認する過程
で、過去の資産の移動状況は必ず確認さ
れます。
特に資金移動は注目されますし、過去の
贈与の状況、印影等の確認も当然ですが、
受贈者側へのヒアリングもあります。その際
に、もらった側がその口座の存在を知らな
い、つまり財産をもらった覚えがない、とい
う回答をしてしまえば、名義資産と指摘され
るのは間違いないでしょう。
またマイナンバーが開始されたことで、
今後は容易に各人ごとの金融資産の保有
状況を収集することが可能となります。
これは国内の金融機関だけでなく、海外
の金融機関においても、その国との間で情
報交換規定が結ばれていれば自動的に口
座情報が交換されるため、容易に収集が可
能です。国は注力すべき項目の 1 つとして、
富裕層に対する適正な課税を挙げていま
す。
無用な指摘を受けないよう、3つのポイン

トを確認しましょう。

上記の例では、祖母が孫にお金を贈与し
ています。
贈与の方法は、お金を現物で渡すので

はなく、孫名義の預金口座に入金していま
す。このような場合、「名義預金」と指摘され
ないためのポイントを3つ確認しましょう。

引用、参考文献：MyKomon
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七転び

　八お
記

税理士受験②　
～昔の会計事務所はでっち奉公～

４月になり、姫路市内の会計事務所に出
勤する日を迎えた。３月末で事務所の従業員
10 名のうち、約半数のスタッフが退職した
ため、なにか殺伐とした雰囲気があった。僕
は入社初日から、新人にしては多くの仕事を
担当することになった。

今でこそ、残業代の未払いやパワハラ問
題など、労働者権利や保護の考え方が浸透
して、職場環境は良くなっている。
しかし当時の会計事務所業界は、所長の
ワンマン経営が多く、従業員はお金をもらっ
て勉強できるだけありがたいと思え、という
風潮があり、低待遇のことが多かった。
従業員の退職も多く、今なら「ブラック企
業」などと言われかねない状況だったが、当
時の僕にとっては仕事をどんどん任せてもら
える環境はありがたかった。
新しい仕事を与えられ、担当を任せてもら

えることは、人よりも仕事を早く深く覚える絶
好の機会だと思った。

僕は必死に仕事を覚えた。僕まで職場か
ら放り出されてはたまらない。
新人に手取り足とり教えてくれるような雰
囲気ではなかったから、正面から仕事にぶ
つかり、失敗しては所長によく怒られた。
けれど同じ失敗は二度と繰り返さないよう、 

じっくり深く理解するように努めた。

僕はスポンジが水を吸収するように、どん
どん仕事を覚えていった。大きな役割を果た
したのが、通勤時間の活用だ。
実家のたつの市の西栗栖駅から勤務先

の姫路駅前までローカル線で１時間。行きも
帰りも座って、じっくりと仕事の予習・復習
をすることができた。
たかが１時間といえど往復１日２時間、１ヶ

月で４０時間、１年で４８０時間だ。

そうして会計事務所に就職して半年ほど
経ったころ、この仕事をやっていく自信がつ
いた。何より、仕事にやりがいが見いだせた。
公認会計士のＨ所長や先輩税理士のＳさん
を間近で見ていて、顧客から頼られる存在
感に憧れた。

僕は税理士としてやっていくことを決意し
た。そのためには試験を受けて資格をとらな
ければならない。
そこで『石の上に3年』ならぬ『石の上に２
年』を宣言をして、事務所で 2年間実務経験
を積むことにした。（八木）

毎日の家事を楽にしてくれる商品がたくさ
んあります。中でも自動食器洗い乾燥機は、
一日に何度も出てくる皿洗いが楽になると
期待されています。
しかし欧米の90%以上の普及率と比べ、
日本はまだまだ30%未満です。食洗機があっ
ても使っていない、という方も多いのではな
いでしょうか。

汚れ落ちについて
ある程度洗ってから食洗器に入れないと
心配、と思われていませんか？実際問題、落
ちやすいものと落ちにくいものはありますが、
ほとんどのものは何もしなくても綺麗に仕上
がります。
例えば、油でべタベタになったフライパン

も、肉や魚を切ったまな板も、スッキリピカピ
カ。スポンジについた油で、他の食器にまで
油がついた、なんてこともなくなります。
ですが、私の経験では、小吹芋をしたあと
の鍋や､おもちをのせた皿など、手洗いでも
落としにくい汚れには予洗いが必要でした。
また、青のりやゴマなど小さく軽い残飯は、
再付着することもあり、注意が必要です。私
は、野菜を洗った水を洗い桶にとっておき、
汚れ落ちが気になる食器をその中にくぐら
せてから食洗機に入れます。

光熱費について
食洗機は水は庫
内で循環させて洗
浄するので、節水に
なり、手洗いよりも水
道代は安くなります。

また、冬はお湯を使って食器を手で洗って
いる、という方であれば、電気代やガス代な
ども食洗機の方がお得になる場合が多いで
しょう。

時短について
食洗機に食器を入れるときに、それぞれ

に水が当たるよう並べ方にも工夫が必要で
すが、慣れればものの5分で後はおまかせ。
入りきらなかった分や、食洗機では洗えない
もの(漆器や高級ガラス、アルミ製のものな
ど)を手洗いしても、時間は格段に短縮でき
ます。

余談ですが、食洗機は食洗機用の食器洗
剤が必要です。手洗い用の食器洗剤を入れ
ると、泡だらけになり壊れてしまいます。食洗
機用の洗剤は、手洗い用の洗剤に比べて高
価ですが、水道光熱費の節約や手荒れ防止、
家事の時短などを考えると、私は食洗機に
とても満足してます。
お皿の山を見てドンヨリすることが少なく

なりました。皿洗いにかける時間を減らした
いと思われる方に、ぜひお勧めです。（村田）

得意な汚れ 苦手な汚れ

油汚れや匂いの
気になるもの

食べ残しなどの
分解できないもの
こびりついた汚れ

-食洗機について-
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