
 

今年の成人の日も、あでやかな振り袖を着た新成人を見かけ

ました。「ああ、

っていましたら、その日の

がとれなくなり、

びっくりする

いいと思いますが、本当に

らない思いだったと思います。

うちの娘も

まだ大学の

で予約していて

の件はとても他人事とは思えないニュースでした。

大丈夫かしら？もうレンタル料も支払い済みだけど･･。と、ちょっと（いや、

だいぶ）心配をし

び、それに合う帯を選び、ショールを選び、前撮りの日にちを決めと、

振り袖を選んでいたときの嬉しそうな顔を覚えているので、「はれのひ」で予

約をした新成人の皆さんも

て楽しみにしていたでしょうに･･･。お気の毒です。

でも、その一方、その件を受けてレンタルや着付けを緊急に対応してくれ

た方々がいたというニュース

国です。「はれのひ」で被害に遭われた新成人も、

ことでしょう。

現代は 100

の経験をされるでしょう。

きて下さい。経験することで不要なものは何一つありませんよ。

い事件だったと思いますが、でも
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   家族信託とは

  後見制度の良いところだけを抜き出した

が元気で判断能力があるうちに

不動産などの財産を持つ人が自分の老後や介護などに必要な

理や調達をする場合に

頼できる家族に

は発生せず、誰にでも気軽に使える制度と言えます。

  所有権には、不動産を管理する権利（管理権）と、その不動産から

得るお金をもらう権利（受益権）があり、

得するためにお金を出した人が持ちます。

所有権を取得する方法は、生前贈与か相続しかありません

信託は、お金をもらう権利（受益権）は、移行しないので、

発生せず、不動産取得税も非課税です。登録免許税

の 1 の課税になります。

  家族信託は、「委託者（財産を所有している人）」「受託者（契約や遺

言で管理を頼まれた人）」「受益者（利益を受ける人）」の三者で成立し

ます。 

 近頃、「家族信託」

知でしょうか。「信託」という言葉から

金信託」「投資
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ません。「家族信託」とは、自分たちで

信頼できる家族に信託するものです
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だ認知度が低い

てお伝えします
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