
【入会式】

小野 泰弘 君

（株）オオタ 代表取締役

職業分類 不動産管理

紹介者 梅田 秀雄 君、石川 健次 君

今年度の活動を通して、一番重かったのは、ロー

タリーが、かつて経験したことのないような制度改

革が行われたことです。3年に一度改正されるロー

タリーの諸規定が昨年の4月に開催された2016年

規定審議会によって大きな変更が提案されました。

このシカゴで行われた規定審議会には、2780地区

規定審議会代表委員でありました当クラブの後藤

定毅ＰＧが出席されました。後藤ＰＧのご意見の中

にも、運用の仕方によってはロータリーの基本理念

に抵触しかねないものであります。ＲＩ理事会から出

された例会と出席、会員身分と職業分類の制約を

改正し、柔軟性を選択できる提案は、採択されまし

たが、採択理由も会員基盤の縮小と高齢化に対応

し、会員減少に歯止めをかける事でした。

日本のロータリークラブは職業奉仕をどの国より

も大切にしてきました。これを勉強する場、正に例会

は親睦の原点であると共に、クラブの原点でありま

す。不易流行の不易の部分を柔軟にすることへの

抵抗は、ロータリーをよく勉強されている会員ほど多

くいるようにも感じました。

本日の例会に於いて、細則の改正の審議を後程

行いますが、これまでに理事会で協議し、例会でも

クラブ協議会、クラブフォーラムでご意見をお聞きし、

出された主な意見を3月16日の会長の時間で発表

いたしました。意見の中から細則の改正が必要で

あると思われる項目について、本日「標準ロータリー

クラブ定款改正に伴う大和中ロータリークラブ細則

の改正」の審議の運びとなりました。

クラブに対するアンケートでも出席、入会金、人

頭分担金、会員身分の順に興味をもたれている結

果が出ています。また、今までの議論を聞いて思い

ますが、世代間で意見が相違する部分も事実です。

しかしながら、今回の大和中ＲＣの細則の改正は、
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【 本日のプログラム 】 6月8日 卓話 「ラジオについて」 大和ラジオ放送（株） 天沼 照夫 様
【 次回予告 】 6月15日 第７回クラブ協議会 「年度終了にあたり」 会長、幹事

【 第1857例会 】 平成29年6月1日（木） 【 司会SAA 】 野口 宏 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我等の生業」 【 ソングリーダー 】 富澤 克司 君
【 ビジター 】河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

43名 28名 82.35% 86.49% 12名 後藤、橋本（吉）、板垣、岸、新村、苗加

会長の時間 入江 公敏 会長

1863号



あくまでもクラブの総意、クラブの活性化に繫がる

範囲で例外規定を設けなければなりません。ただ楽

になろうと決めるべきではありませんが、諸行無常、

ロータリアンの考えも不変とは、言い切れません。こ

れから、クラブ自身、そして会員自らがクラブの中身

を良くしていくこと、これまで以上に努力を重ねる

必要があることを認識して会員の皆様にご審議願

いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

細則の改正案について先に改正理由から申し上

げます。１号議案は、会合、例会の変更に関する条

文です。例会を変更する場合には、「前回の例会の

翌日から次の例会の前日までのいずれかの日」と

して例会変更する場合の期間について定めており

ます。

原則は標準ロータリークラブ定款の規定によるも

の、すなわち「前回の例会の翌日から次の例会の

前日までのいずれかの日」としますが、その範囲で

変更が困難な場合、理事会の承認により、別途定

めることができるよう、細則の改正をいたします。

次に「例会の取消」についてです。ＲＣ定款第8条

第1節（ｃ）「例会の取消」について「例会日が一般

に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、

またはその週に一般に認められた祝日を含む国民

の祝日が含まれる場合」しかし、一般に認められた

祝日には、従来から行政機関の休日に関する法律

が含まれます。これによると、年末年始12月29日か

ら1月3日までが国民の祝日に追加されます。年末

年始の休みの認識として、過去のクラブ計画書を

見ますと、12月29日から1月4日までの間の例会は、

休会としています。これについては、今までの運用に

従い「12月29日から1月4日までの間の例会は、理

事会の承認により、取り消すことができる」と細則

に明記して明確にいたしました。

最後に大和中ロータリークラブ定款についてです

が、従来は、第1条から第3条までを記載し、但し書

きで、第4条以下は「標準ロータリークラブ定款」に

よるものとする。としてありましたが、今回の決定に

より、クラブの目的を定款に記載すべきとなり「201

3年規定審議会による決定標準ロータリークラブ定

款」では、第3条「クラブの所在地域」、第4条「目的」

でありましたが、「2016年規定審議会による決定標

準ロータリークラブ定款」では、第3条「クラブの目

的」、第4条「クラブの所在地域」へ変更しておりま

すので、第1条から第4条までを記載し、（但し、第5

条以下は「標準ロータリークラブ定款」によるものと

する。）と記載方法を変更いたします。

改正は例会出席者の3分の2の賛成が必要です。

賛成多数により、7月1日より改正いたします。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 中村 友彦 委員

会員誕生日 中村 友彦 君 6月6日

結婚記念日 富澤 克司 君 6月1日

創業記念日 橋本 吉宣 君 6月5日

新村 千成 君 6月7日

「遺言（書）の基礎知識」

司法書士 小倉 一道 会員

遺言は、人が生存中に

行う意思表示です。ただ

し、遺言は法律の定めに

従って行う必要がありま

す。法律の定めに従わな

い遺言は無効です。しかし、

堅苦しく考えず、家族や

お世話になった方への感謝状だと思って気軽に取

り組んでみましょう。

１．遺言（書）の基本

（１）「遺言」の読み方 ゆいごん？ いごん？

（２）生前の口約束は有効か？

Ａ 財産を与える人だけに口約束した

Ｂ 家族全員の面前で口約束した

Ｃ 録音・録画

（３）パソコン・ワープロで作成した遺言書は有効か？

Ａ 氏名の横に捺印した

Ｂ 氏名だけ自筆で署名して捺印した

（４）遺言で相続人以外の第三者に財産を与えるこ

とは可能か？

（５）誰が遺言の内容を実現するか？

（６）遺言書を書き換える（撤回する）ことは可能か？

（７）連名で遺言書を作成することは可能か？

（８）遺留分を侵害する遺言は無効か？

（９）法律の定めに従うとは？

民法 第９６０条 ～ 第９８４条
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２．遺言書の種類

（１）普通の方式

Ａ 自筆証書遺言（民法第９６８条）

⇒ 遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆し、捺印

する（日付：平成〇年〇月吉日 ⇒ 無効）

訂正の方法も決められている

死亡後、家庭裁判所へ提出して検認する

封印は必要？

Ｂ 公正証書遺言（民法第９６９条）

⇒ 公証役場で作成してもらう

証人２名が必要

家庭裁判所へ提出する必要はない

Ｃ 秘密証書遺言（民法第９７０条）

⇒ パソコン・ワープロも可能、但し氏名は自署

封筒に入れて封印する

作成後、公証役場へ提出する

証人２名が必要

死亡後、家庭裁判所へ提出して検認する

（２）特別の方式

Ａ 死亡の危急に迫った者の遺言

Ｂ 伝染病隔離者の遺言

Ｃ 在船者の遺言

Ｄ 船舶遭難者の遺言

３．遺言のすすめ（遺言の効果）

（１）相続を争族にしない

遺産の承継が円滑にできないと、

事業の承継も円滑にできない

（家業が成り立たなくなることも・・）

（２）遺言者の希望が叶う（法律で保護される）

但し、例外あり

遺言でできること（相続に関すること、身分に関

すること）

（３）遺産の存在を明らかにし、財産を特定する情報

を与える

例 不動産の所在地番と住所は違う

住所：大和市大和南１丁目１番１号の土地・建物 ×

所在地番：大和市大和南１丁目１０００番地１

（４）相続人の負担軽減

遺産承継の事務手続が簡単になる？

（５）精神的効果

付言 兄弟で争うことなく皆で協力しなさい

母親の面倒をよくみなさい 親孝行しなさい
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河西 正彦 様（大和田園RC）

お世話にになります。本日は、宜しくお願いいた
します。
入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

大和田園RC河西正彦様、ようこそお出で下さ
いました。新会員小野泰弘君、本日より宜しくお
願いします。本日の卓話、小倉 一道会員の卓話
です。大変ためになる遺言の話、楽しみにしており
ます。どうぞ宜しくお願いします。
石川 健次 君

良い方の石川です。小野さん、入会おめでとう
ございます。ロータリーを楽しんで下さい。小倉さん、
本日の卓話楽しみです。
富澤 克司 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。小
野さん、入会おめでとうございます。これからも宜
しくお願いします。
北砂 明彦 君

小野さん、入会おめでとうございます。末永く
お付き合い宜しくお願い申し上げます。楽しみましょ
う。小野さん、本日の卓話、少し先の予定ですが、
しっかりと知識としておきたいと思います。相続人

が多いので。
玉川 雄 君

小倉さん、本日の卓話楽しみにしています。小野
さん、これからも宜しくお願いします。
髙橋 清 君

結婚のお祝い戴きましてありがとうございます。
中村 友彦 君

誕生日のお祝いありがとうございます。
川名 惠美子 君

中村友彦様、お誕生日おめでとうございます。
梅田 秀雄 君

小野泰弘さん、ご入会おめでとうございます。
一緒にロータリーを楽しみましょう。
小野 泰弘 君

本日6月1日より大和中ロータリークラブへ入会
させて頂きました。まだ分からない事ばかりですが、
皆様宜しくお願いします。
鈴木 洋子 君

小野さんようこそ、これからのご活躍楽しみにし
ています。小倉さんの卓話、眠れなくなる日が多く
なりそうです。本日のカラオケ同好会、少人数でし
たが、改めて歌の素晴らしさを感じました。

スマイルボックス 鈴木 洋子 副委員長 本日 \13,000 累計 \709，103
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６月３日（土）大和中ロータリークラブダンス同好会 プレスタート

会場 大和自動車学校 18時～20時 講師 萩原由紀子先生

萩原由紀子先生

準備体操

レッツ ダンス！

さあ皆でスロースロークイッククイック

会長もレッツ ダンス！

女性は回るのが好きとのこと

いつもより多めに回しております

女性の人数が少なく自主練

楽しい２時間のレッスン、

笑顔が絶えませんでした。
ぜひ次回は皆様もご参加下さい。


