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【開催日時】 2019年8月6日(火)～2019年8月12日(月休) 
主要なパフォーマンスは、19:00～21:00頃開催 

【会場】 横浜みなとみらいエリア各所 
みなとみらい東急スクエア、グランモール公園、横浜美術館、臨港
パーク、クイーンズスクエア横浜、横浜赤レンガ倉庫、帆船日本丸、 
ランドマークプラザ、JR桜木町駅、よこはまコスモワールドなど

【開催日時】 2019年7月12日(金)～2019年10月31日(木) 
【会場】 すみだ水族館（9:00～21:00） 

【料金】 水族館入場料のみ 
大人:2,050円 高校生:1,500円 中・小学生:1,000円  
幼児(3歳以上):600円 

【開催日時】 2019年7月27日（土）～2019年8月25日（日） 
10:30～22:30（ラストオーダー22:00） 
※悪天の場合、休業の可能性あり

【会場】 横浜赤レンガ倉庫イベント会場 
【料金】 入場無料（飲食代は別途）  

【開催日時】 2019年7月13日（土）～2019年10月14日（月祝） 
【会場】 国立科学博物館（東京・上野公園） 

日～木9:00～17:00 金・土9:00～20:00 
※8月11日(日)～15日(木)、18日(日)は9:00～18:00

【休館日】 9月2日(月)、9日(月)、17日(火)、24日(火)、30日(月） 

【料金】 一般・大学1600円、小・中・高校生600円 
金曜・土曜限定ペア得ナイト券 
(2名1組、当日17:00以降の入場)2000円 

毎年恒例の大人気イベント「ピカチュウ大量発生チュウ！」が今年も
開催されます！6年目の開催となる今回は、過去最大級となる
延べ2,000匹以上のたくさんのピカチュウたちがみなとみらい
地区のあちこちに登場します。主なプログラムを夜の時間帯に
開催し、みなとみらいの美しい夜景とテクノロジーを活かした 
ピカチュウたちのパフォーマンスが楽しめます。今年の夏は横浜
みなとみらいで、ピカチュウたちと楽しい思い出を作ってみては
いかがでしょうか。 

「ピカチュウ大量発生チュウ！2019」  「東京金魚ワンダーランド2019」 

「恐竜博２０１９」 
国立科学博物館で7月13日(土)～10月14日(月祝)まで、
『特別展「恐竜博2019」』が開催されます。展示では、長年謎の
恐竜とされてきた「デイノケイルス」の実物化石や、全身復元 
骨格を世界で初めて公開するほか、北海道で発見され新種
として研究が進められている「むかわ竜」の全身の実物化石と
全身復元骨格などが紹介されます。 

赤レンガ倉庫で、みなとみらいのリゾート空間として潮風に吹かれ
ながらゆったりと過ごせる夏限定イベント「レッドブリックビーチ」が 
7月27日（土）から30日間に渡り開催されます。横浜にいながら
リゾート気分を体感できるこのイベント。「プライベートビーチ」を
テーマに、海に面した赤レンガ倉庫に出現した期間限定の
リゾート空間で、ゆったりと過ごせる様々な企画を実施。、会場内に
設置されたハンモックやウッドデッキなどでイベント限定フード・
ドリンクを楽しめます。

「レッドブリックビーチ（RED BRICK BEACH）」 

家族で楽しめる♪ 

夏休みイベント特集 

すみだ水族館にある日本最大級の金魚の展示エリア「江戸リウム」で
開催する夏イベント。令和元年となる今年は、“懐かしさ”を
テーマに“レトロかわいい”金魚展示空間「東京レトロ金魚」が
登場します。ビーズの暖簾をくぐると、昭和時代を感じる広告
看板や雑貨、金魚ちょうちんなどの装飾、オリジナルアロマの香りや
音楽に包まれるレトロな空間が広がります。さらに、床の映像の
上を歩くと水面のように波紋が広がるインタラクティブな演出も
取り入れ、ノスタルジーな空間を体感しながら金魚鑑賞を楽しむ
ことができます。この夏、すみだ水族館で金魚で涼んでみては？



残ってしまいそうな食材やお惣菜を販売できる 

「TABETE（タベテ）」 
飲食店・小売店等で発生した余剰食品とユーザーと

マッチングし、最後まで売りきる・食べきることを応援

するプラットフォームサービスです。仕組みとしては、

飲食店が仕入れた食材、総菜店が調理したお惣菜など、

安全に食べられる状態なのに廃棄されてしまいそうな

食材・食品をユーザーがレストランやお店に行って購入

できるサービスです。購入する側にとっても安全に 

食べられるものを安く購入できるという大きなメリットが

あります。正式なサービス開始は2018年4月29日と、

まだ開始されてから1年くらいしか経っていませんが、

今後登録されるお店の数が増える予定です。 

 

 

 

 

フードロス解消と社会貢献ができる 

「Otameshi（オタメシ）」 

Otameshi（オタメシ）はフードロスの解消と社会貢献が

同時にできるECサイトです。出荷するには賞味期限が

迫っている（とはいえ今すぐ期限が切れる訳では無い）、

商品パッケージが古くて最新のものではない、 

パッケージや外装にキズなどがあるなどの理由で  

スーパーなどの小売店で流通できないものを本来の  

料金よりもかなり格安で購入できるサイトです。  

さらに、商品を購入すると、売り上げの一部が支援  

団体に寄付されます。本来捨てられるものが消費者に

届き、フードロスが減り、消費者はかなり安い値段で

良いものを購入でき、売上の一部が社会活動団体に 

寄付されるとう、様々な人にメリットがあるサービスです。 

フードシェアリングを利用しよう 
“食品ロス”を解決する一つの考え方が、フードシェアリングです。フードシェアリングとは残ったり、余った食品を必要としている
人に紹介・案内するサービスです。このフードシェアリングサービスによって、本来なら廃棄されていた食品が、必要とする人に無料
もしくは割安で提供され、“食品ロス”の削減につながります。ここでは２つのフードシェアリングサービスをご紹介します。 

食品ロスを考えよう！ 
まだ食べられるのに捨ててしまう「食品ロス」の削減を目指す議員立法「食品ロス削減推進法」が 

今年の５月に参院本会議で全会一致で可決され成立しました。今回は、現在の日本の食品ロスの現状と、 

ロスを減らす取り組みについてまとめてみました。これを機会に食品ロスについて考えてみませんか？ 

食品ロス問題の現状 
日本の食品廃棄物等は年間2,759万トン、そのうち食べられるのに捨てられる食品「食品ロス」の量は年間643万トンと 

推計されており、日本の人口1人当たりの食品ロス量は年間約51キログラムです。日本では、家計における食費は 

消費支出の中で4分の1を占めています。食料自給率（カロリーベース）は38％で、食料の多くを海外からの輸入に

依存しています。また、世界の食料廃棄量は年間約13億トンで、人の消費のために生産された食料のおおよそ3分の1を 

廃棄しています。このように、食料を大量に生産、輸入しているのに、その多くを捨てている現実があるのです。

大量の食品ロスが発生することにより、様々な影響や問題があります。 

食品ロスを含めた多くのごみを廃棄するため、ごみ処理に多額のコストがかかり、可燃ごみとして燃やすことで、

CO2排出や焼却後の灰の埋め立て等による環境 

負荷が考えられます。経済の観点では、食料を 

輸入に頼る一方で、多くの食料を食べずに廃棄 

している状況は無駄があります。人や社会への 

観点では、多くの食品ロスを発生させている  

一方で、7人に1人の子どもが貧困で食事に困って 

いる状況です。私たち一人ひとりが食べものを 

もっと無駄なく、大切に消費していく必要があるのです。 



磯遊びのマナー＆ルール 
 

磯遊びは貴重な海での遊びです。 

海へのリスペクトの気持ちを忘れず、 

最低限のマナーを守って楽しく遊びましょう！ 
 

●岩、石、その他の自然物をむやみに壊さない 

●ひっくり返した岩や石は、元に戻す 

●磯の生き物を、必要以上に採取しない 

●空き缶、ビニール袋などのゴミは、持ち帰る 

●カニ釣りなどに使った餌や道具は、持ち帰る 

●法律に触れる行為は、やらない 
 

※磯遊びでの生き物の採集や魚釣りなどの水産 

 動植物の採捕は、法律や都道府県の漁業調整 

 規則等によって規制されています。水産庁の 

 ホームページを、磯遊びに行く前に見ておくことを 

 おすすめします。 

磯遊びする際の注意点 
 

岩場の滑りやすい場所は避け、大きな波が来る場所や海岸のがけの 

下などは絶対に近づかないようにしてください。親子で事前に遊ぶ 

範囲を決めたうえで、子供が遠くに行かないように注意する必要が

あります。また、泳いだり走ったりするのは、ケガにつながることも多い

のでＮＧです。さらに、磯にはハオコゼやガンガゼ、ウツボ、カツオノエボシ

など、毒を持っていたり鋭い歯を備える危険な海の生き物もいます。 

間違えて触れないよう、 

事前に図鑑などで危険 

生物を子供と確認して 

おくとより安心です。 

日差しが強い磯では、 

熱中症に十分注意し、 

水分補給を忘れず、 

適度に休憩を取ることを 

心がけてください。 

磯遊びで用意する道具 
 

●マリンシューズ 
 磯遊びでのケガは、足元の岩や石の上からすべって 

 転んだり、足を引っ掛けてケガをすることがほとんど！ 

 足元は一番大事なので必須アイテム！ 
 

●マリングローブまたは軍手 
 マリングローブは、軍手でも代用できますが、手のひら 

 部分が厚さ3mmあるマリングローブならさらに安心！ 
 

●日よけ帽子 

 首回りの日焼けを防ぐ 

 日よけ布付きの帽子がオススメ！ 

●バケツ＆網 

 バケツはクリアタイプのバケツだと生き物が良く 

 見れておもしろいです。網は安価な物だと、 

 100円ショップでも購入できるので是非準備しましょう！ 
 

●箱メガネ 
 海や川などの水辺や水中の生物を手軽に観察  

 できます。ホームセンターや釣具店で購入可能。 
 

●ラッシュガード 
 薄手で伸縮性のいいラッシュガードは海遊びで  

 重宝します！ 

磯遊びに適した場所＆適した時間 

磯遊びでは、安全と法令順守が第一です。適した場所は、波が穏やかで、干潮時に高低差が少ない広い岩場が出る場所です。 
また、漁業者等の権利者が立ち入りを認めている場所でなくてはなりません。近くにトイレや洗い場、駐車場等が整備されていると 
より良いでしょう。磯遊びの日時を決めるのに重要なことは、当日の干潮の時刻と潮位です。特におすすめなのは最も潮位の差が
大きくなる大潮の日。干潮時は、潮間帯が広く干出し、普段水の底になっている場所を歩けます。 
時間としては、最干潮の前後1時間くらいが最適。ただし、干潮をすぎると急速に潮が満ちて 
しまい、気付くと磯に取り残されていたということになりかねません。最干潮時刻には観察を 
終えるように決めておきましょう。干潮の時刻や潮位を記した潮汐表は、海上保安庁が 
刊行しているので参考にしましょう。 
神奈川県内でオススメなのが真鶴半島の先端にある三ッ石海岸です。名勝「三ツ石」を 
中心に左右に磯場が広がっています。特に海に向かって左側の磯は、干潮時に大きな 
タイドプール（潮だまり）が多くでき、様々な魚に多く出会うことができます。 
県天然記念物の「ウメボシイソギンチャク」に会えるかも！？ 

三ッ石海岸→ 

夏休みは海へＧＯ！！ 

子供と一緒に楽しむ磯遊び 
“磯遊び”とは、干潮時に干上がった岩場にいる生物と触れ合って楽しむことで、 

体ひとつで自然に親しむことができます。 
この夏、お子さんと磯遊びをしてみませんか？ 家族で夏の海を楽しみましょう！ 



 

グリーンカレー 

≪作り方≫ 

①にんにくはみじん切り、生姜を千切りに。鶏もも肉はひと口大にカット、 
 なすは乱切り、パプリカ、たけのこを薄切りにする。 
②中火で熱した鍋にオリーブオイル大さじ1をひき、にんにくと 
 生姜を炒める。香りが出てきたら鶏もも肉を加え、肉の表面に 
 火が通るまで炒める。ナス、パプリカ、たけのこを加え、全体に 
 油が回るまで炒める。 
③グリーンカレーペーストを加え、具全体に絡むように炒める。 
④ココナッツミルク、水を加えグツグツしてきたら弱火に落とし 
 10～15分程煮込む。.砂糖とナンプラーを加えたら完成！ 

≪材料≫ （２人分） 

にんにく:1かけ 
生姜:1かけ 
鶏もも肉:1枚（250g程） 
なす:2本 
パプリカ:1個 
たけのこ（水煮）:100g 
パクチー:適量 
ココナッツミルク:400ml 
水:100cc 
砂糖 大さじ1 
ナンプラー お好みで 
グリーンカレーペースト:50g 

トムヤンクン 
≪材料≫ （２人分） 

無頭エビ:6尾 
玉ねぎ:1/4個 
マッシュルーム:4個 
ミニトマト:4個 
にんにく:1片 
青唐辛子:1本 
サラダ油:大さじ1 
水:400㏄ 
レモン果汁:小さじ1 
ココナッツミルク:大さじ3 
★砂糖:小さじ1  
★ナンプラー大さじ1 
★トムヤムペースト:大さじ1

≪作り方≫ 

①玉ねぎ、マッシュルームを薄切りに、ミニトマトを半分に切る。にんにくを 

 潰し、青唐辛子は半分に切り、種を取る。えびは殻付きのまま 

 竹串で背わたを取り除く。 

②鍋にサラダ油、にんにく、唐辛子を入れ弱火にかけ、香りが立ったら 

 玉ねぎを加えて、しんなりするまで炒める。 

③マッシュルーム、えびを加え炒める。全体に油が回ったら、水を加え 

 ひと煮立ちさせ、アクをとる。★とミニトマトを加えてさらに弱火で５分 

 煮る。仕上げにレモン汁、ココナッツミルクを加えて軽く煮たら完成！ 

 

暑い夏に食べたい 

スパイシーなレシピ特集 
暑い夏、無性に辛いものが食べたくなることはありませんか？ 

ひんやりとした食べ物も魅力的ですが、暑いときだからこそ、辛いものを食べて汗をかいてさっぱりしましょう！！ 

豆乳担々麺 

≪材料≫ （２人分） 

豚挽き肉:100ｇ 
絹豆腐:1個 
にんにく:1かけ 
生姜:1/2かけ 
青ネギ:1本 
糸唐辛子:適量 
鷹の爪:1本 
中華麺:1玉 
ごま油:大さじ2 
豆板醤:大さじ1 
鶏ガラスープ:30㏄ 
山椒:適量 
  

≪作り方≫ 

①フライパンにごま油を入れ、にんにくと鷹の爪を炒め、挽肉を 
 加える。塩コショウで下味をつけたら、生姜を加えて炒める。 
②豆板醤を加えて煮詰める。 
③麺を茹でて湯を切り、フライパンに入れてあえる。 
 青ネギと糸唐辛子をトッピングしたら出来上がり！ 

激辛ビビン冷麺 

≪材料≫ （１人分） 

冷麺:1玉 
★料理酒:大さじ1 
★酢:大さじ1 
★コチュジャン:大さじ1 
★ごま油:大さじ1 
★粉唐辛子:小さじ2 
★醤油:小さじ2 
★砂糖:小さじ1 
★白いりごま:小さじ1 
 

（トッピング）  
●チャーシュー:2枚   ●キムチ:50ｇ 
●きゅうり（千切り）:適量 ●ゆで卵:1/2個 

≪作り方≫ 

①鍋にお湯を沸かし、冷麺を茹で、流水で洗い水で冷やす。 
②ボウルに★を全て混ぜ合わせる。 

③お皿に麺を盛り付け⓶をかけ、トッピングをのせたら完成！ 



皆さんこんにちは。 

ウイングコーポレーション営業部の鎌田です。

第９回目となる今回のテーマは、「子供や孫への贈与を活用して、相続税を抑えるコツとは？」です。 

令和元年6月1日現在の相続税の基礎控除額は、3000万円＋600万円×法定相続人です。 

例えば残されたご家族が配偶者＋子供2人では基礎控除が3000万円＋1800万円で基礎控除は 

4800万円となります。相続の対象になる相続財産には現預金や有価証券だけでなく、住宅や 

土地などの不動産も含まれます。そのため、思ったよりも簡単に基礎控除の額を超えてしまう 

恐れがあります。 

基礎控除以上の相続額に税金が課せられますが、下の表は相続税の税率になります。 

簡単な相続税のご説明をしましたが、ここからは一般贈与を利用した相続税の節税をご案内します。 

【一般贈与を利用して相続税を節税しよう】 

一般贈与は暦年贈与とも呼ばれ、年間110万円までの贈与を非課税で受け取ることができる 

制度です。相続発生前に財産を引き渡し、相続発生時に課税対象となる財産を減少させると 

いうのが、本制度を利用した相続税対策の概観です。本制度で贈与を受ける人には制限がない 

ため、相続権がない人にも引き渡すことが可能といった、相続にはないメリットがあります。

しかし、一般贈与の非課税枠が110万円と小さいことや、非課税枠を超えた際の税率が 

10％～55％と高いなどのデメリットもあります。 

また、一般贈与の場合、短期間に多額の財産を引き渡すには不向きなため、相続開始前の 

なるべく早い時期から計画的に財産を贈与していく必要があります。 

不動産お役立ち情報 

第９回「子供や孫への贈与を活用して、相続税を抑えるコツとは？」 



さらに、子どもへの一般贈与を行った場合、相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産に関しては、

相続財産として相続税の対象になります。 

本制度を利用するうえで特に気を付けたいのは「名義預金」です。子どもが無駄遣いしないように

預金の存在を秘密にして、子ども名義で積み立てを行う場合などが名義預金に該当します。 

贈与はもらう側と、渡す側の認識の一致が重要になります。名義預金の場合は子どもの名義は

形だけのもので、真の所有者は積み立てている本人であるとされるため、贈与を否認されて 

しまいます。名義預金を避けるには、金融機関への届出の印鑑は贈与を受ける側のものを 

使い、キャッシュカード・通帳は贈与を受ける人が管理するなどの守るべきルールがあります。

一般贈与の際は、名義預金とならないかについて特に注意を払いましょう。 

 

【一気に財産を渡したいなら「相続時清算課税制度」を利用しよう】 

「相続時清算課税制度」は60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子ども・孫に対する

贈与にのみ適用できる制度です。非課税枠が累計で最大2500万円と大きく、一度にまとまった

財産を渡すことができます。また、2500万円を超える場合は、超えた額に対して20％の税金を

仮納付し、相続発生時に他の相続財産と合算し、相続税の税率で清算されることになっています。

この性質から、資産額が相続税の課税額に届かない場合の、資産の前渡しに最適です。 

ただし、一度本制度を選択してしまうと、一般贈与に戻すことはできません。 

また、相続税を減らす効果もないので、相続時清算課税制度を利用する場合は所有する財産の

額をしっかりと把握してから行う必要があります。 

子どもや孫への財産の移動は、年間110万円までが非課税となる一般贈与を利用して計画的に

進めていくのがおすすめです。相続と異なり、渡す人や金額の配分に制約がありません。 

渡したい人に重点的に贈与を行うことも可能です。ただし、もらう側が認識していない名義預金と

なってしまわないように注意しましょう。また、孫の場合は対象外ですが、子どもへの贈与は

相続開始前3年以内に行うと相続財産とされてしまうので、なるべく早く計画的に進めるように

しましょう。 

資産額が相続税の課税額に届かない場合で、一気に財産を渡したいときは「相続時清算課税制度」

を利用することもできます。しかし、相続税を抑える効果が 

なく、一度選択してしまうと一般贈与には戻せないので、 

財産額をよく把握することが大切です。 

相続人のために相続税を抑えることは大切ですが、老後の 

資金計画に支障がでてしまう恐れがあるので、渡しすぎにも 

気を付けましょう。 







事業部 

赤石沢 遥 の場合 ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

 

マンションをご購入頂いたお客様からメッセージを頂きました！ 

ウイングスタッフ一同、これからもお客様に喜ばれるサービスを 

提供致します。ご協力頂いたＵ様ありがとうございました！ 0800-170-8866 

こちらのコーナーに取材協力して頂けるお客様を 
大募集しています！掲載させて頂いたお客様には 
ギフトカード３，０００円分をプレゼント！ 
詳細はフリーダイヤルでお問い合わせ下さい！ 

 

○月×日 

子供たちが大きくなり部屋が欲しいと言い出した 

ことと、親の介護が必要になり部屋数を増やした 

かった時にウイングさんのチラシを何度か見て 

気になり、オープンルームに遊びにいきました。 

担当の田代さんは色々な質問にも直ぐに答えて 

くれましたし、要望にも対応して頂きとても 

助かりました。 

これから引っ越しをしますが、子供たちは広い家を 

楽しみにしています。 

大和市 Ｕ様 

普段のお休みは家でまったりしていることが多いです。 
去年から飼い始めた愛猫にメロメロです！！ 

○月×日 
お休みの日に主人と２人で箱根旅行へ行ってきました！ 
ゆっくり温泉に浸かり、リフレッシュできました。 
次の日はお肉が美味しいと有名のお店へ！ 
メインのステーキが最高でした！！ 



株式会社ウイングコーポレーション 
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