本日の行事予定 (2017 年 12 月 15 日)
第 3132 回例会
卓話担当：野々山勝也君
演
題：「相続と遺言」
先回の記録（例会）
第 3131 回 ’17 年 12 月 8 日（金）晴れ
卓話担当：服部貴君（担当者変更）
講
師：愛知県司法書士会会員
司法書士 山田安政氏
演
題：「成年後見制度と遺言」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 八谷順一君
会 員 総 数 66 名
11 月 17 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
14 名
本日出席会員 51 名
MAKEUP 会 員
7名
本日の出席率 77.27％
訂 正 出 席 率 96.72％
超 過 出 席 佐藤敬治君、猪飼充利君（地区大
会 1 日目）、佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利
君、相羽あつ子君、浅井彦治君、幅辰雄君、飯村
理君、伊藤誠君、加藤隆朗君、神谷里明君、柴田
伸彦君、寺田晏章君、寺島淳一君、山田勝弘君、
山本達彦君、横井知代君（地区大会 2 日目）、佐
藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、幅辰雄君、
柴田伸彦君、山田勝弘君、横井知代君(地区大会二
次会)、相羽あつ子君（第 28 回津島東高校ＩＡＣ
例会）

会長挨拶
佐藤敬治会長
先日のクリスマス例会、
多勢の方々の参加をいた
だきありがとうございま
した。特に子供さん方の成
長された姿を拝見して、一
層楽しく、ほほえましく感
じました。
本日は、お茶会に関連してお茶のお話をいたし
ます。お茶（抽出液、飲料茶）には、不発酵茶・
弱発酵茶・半発酵茶・発酵茶・後発酵茶がありま
す。

不発酵茶には緑茶（蒸製）「煎茶・玉露・番茶
等」、弱発酵茶には「白茶、中国福建省 はくち
ゃ・しろちゃ・パイチャ」、半発酵茶には青茶「烏
龍茶」、発酵茶には「紅茶」、後発酵茶には「黄
茶と黒茶」この 5 種類のお茶があります。
日本茶は、摘採（てきさい）した時点から発酵。熱
処理（蒸す・炒る）することによって酸化酵素の
活性を止め、水分を下げ保存に耐えられる乾物状
態にする荒茶の製造工程で「味・香味・水分」が
決まり、素早い熱処理と・その後繰り返される揉
みによって、お茶の品質が大きく左右されます。
荒茶の製造工程は、収穫時期に茶園の近辺で行わ
れ、製造後すぐに流通にまわされ、商工業者によ
って保存されます。荒茶は、形状が不揃いで水分
含有量も多く、香味のバランスもとれていないた
め、商工業者が出荷直前に仕上げ（再製）加工を
行います。
抹茶は抹茶の原料であるてん茶の揉み作業を行
いません。荒茶製造にかかる時間は、煎茶が 3 時
間かかるのに対して、てん（碾）茶では 1 時間足
らずです。てん茶は、水分が多い茎・葉脈を取り
除いた仕上げ茶の方が保存性が良いとされます。
そのため、通常は仕上げ茶で保管し、抹茶として
出荷する直前に温度調整された室内（20 度前後、
湿度 40％以下）で石臼でひかれ、抹茶が作られま
す。
抹茶には多くの栄養、成分が含まれていて人間
の健康・美容に非常に役立ちます。
「カテキン」美肌効果・殺菌作用・
「テアニン」リラックス効果・睡眠の質がアップ・
集中力アップ・記憶力向上
「ビタミンＣ」ストレスに強くなる
「カフェイン」疲れが取れる……等。
ぜひ皆さんも、１日の中で「一服」をとってい
ただき、お抹茶お菓子を召し上がりながら、ゆっ
たりとしたひと時を楽しん
でいただいて、心身ともに健
康になっていただけたらと
思います。
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幹事報告
猪飼充利幹事
① 本日 18:30～「辰巳」に
て 12 月度理事会を開催
します。理事・委員長の
方々は出席お願いしま
す。尚、送迎バスは 18:00
ウール会館駐車場出発
です。
② 本日、『ロータリーの友』12 月号を配布してお
ります。
③ 『ガバナー月信』12 月号に、先日開催しました
津島ＲＣ65 周年記念例会が 2 頁にわたり掲載さ
れましたので、本日回覧しております。
④ 先週開催しましたクリスマス家族会の請求書
が本日配布されております。

ニコボックス報告 第 3131 回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副
会長、猪飼充利幹事 ①本
日の卓話講師に愛知県司法
書士会会員の山田安政氏を
お迎えして。②服部貴君、卓
話よろしくお願いします。③
先週はクリスマス家族例会
にご参加いただき、ありがと
うございました。
浅井彦治君、飯村理君、伊
藤幸蔵君、加藤則之君、高木輝和君、山本達彦君
本日の卓話講師に愛知県司法書士会会員の山田安
政氏をお迎えして。
佐藤敬治君 クリスマス例会へ多勢で参加させて
いただきました。ありがとうございました。
浅井賢次君 Ｘ’mas 家族会に多勢お邪魔して楽し
い時を過ごさせていただき、写真も出してもらい、
また皆さんからパワーをいただき、感謝!! 感謝!!
幅辰雄君 11 月ゴルフ例会で優勝しました。今年
度 2 回目です。
服部貴君 本日、卓話を担当します！
前田昭生君 今日と来週の司会を担当します。よ
ろしくお願いします。
柴田伸彦君 横井委員長、大河内副委員長、親睦
活動委員の皆さん、クリスマス例会、お疲れ様で
した。
三谷栄一君 あみだくじで 1 等賞が当たりました。
これもひとえに皆様のおかげです。
加藤則之君 稲川先生、お世話になりました。あ
りがとうございました。
伊藤哲朗君、加藤則之君 余郷さんに大変お世話
になりました。楽しいひとときをありがとうござ
いました。
住田正幸君 クリスマス例会に遅刻して申し訳な
い!!

寺島淳一君 クリスマス例会、体調不良で欠席し
ました。鈴木吉男さんにソングリーダーを代わっ
てもらってありがとうございました。
水野憲雄君 初めて家族会欠席しました。ごめん
なさい。
稲川明俊君、伊藤祥文君 家族会欠席しました。
ごめんなさい。
梶浦興蔵君、余郷利彦君、山田公男君 家族会を
欠席して大変申し訳ありません。
片岡鉄君 誕生日プレゼントをいただきました。
矢田潔君 パスト会長会議を欠席しました。
相羽あつ子君、浅井彦治君、飯村理君、生田達一
君、伊藤雅昭君、伊藤基君、加藤隆朗君、小林啓
子君、坂井裕君、柴田伸彦君、鈴木吉男君、高木
輝和君、滝川林一君、田中正明君、寺田晏章君、
中村陽介君、松本浩義君、安江正博君、矢田潔君、
吉田康裕君 ウィークリーに写真が載りました。
八谷順一君、加藤則之君、稲垣宏高君、堀田力男
君 その他。

卓 話
卓話担当：服部貴君（担当者変更）
講
師：愛知県司法書士会会員
司法書士 山田安政氏
演
題：「成年後見制度と遺言」

成年後見と遺言に関してお話ししたいと思いま
す。
既にご承知のこととは思いますが、平成 12 年
(2000 年)の 4 月 1 日から介護保険と同時期に、法
律が施行されまして、身体的な支援は、介護保険
で、財産的な支援を成年後見制度でサポートしよ
うという法律だったわけですが。最近やっと何ら
かの形で身近にまたは直接に関わったことがある、
という人が増えてきたのではないでしょうか。
1．独居の方が消費者被害にあっているとかが、一
番の目に見える例だとは思うのですが、この場の
雰囲気としては、2．共有名義の物件に抵当権をつ
けて融資をしてもらおうと思ったら、共有者の一
人が認知症で金融機関が本人確認をしたらこれで
は保証人になれないので、後見を申し立てないと
いけません、と言われてしまったとか。
そうなんです。私ども司法書士も、金融機関も、
本人の意思確認ということがとても重要になって
きて、企業のコンプライアンスの順守、最近では
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「働き方改革」とかで、時間の管理と健康管理が
話題となっていますが、本人が判断できないとい
う状態は、法的に手続きをふまなければならない
ケースがあるということです。
次に知的障害を持つ子供の親の場合、親を後見
人にしておいて、親が認知症になったときは、こ
の制度で引き続いて支援が頼めるという具合です。
この場合に、もう一歩進めて子供に一定の判断能
力があるときは、任意後見契約で任意後見受任者
という形で予定者を決めておくことができる、と
いうのが本日お知らせしたい任意後見という種類
の成年後見制度があるということです。予定者に
頼んでおけるというのは、親の立場で親の意思も
加えて誰に頼むかを考えられるメリットがあると
思います。
さて、「親の意思」が出てきました。遺言です
ね。独居の人等の対しては、亡くなった後の支援
として、死後事務委任契約という契約で葬式等も
頼めることもありますが、少し戻りまして、後見
制度は本人または後見人が死亡すると終了してし
まいまして、権利者に引き渡す事務だけが残って、
死後のいろいろな手続きにも手を出すことができ
ないのですが、この契約で事務諸手続きをするこ
とができます。
これを含めて広範囲に自分が生きた「最後の意
思の表現」、これ良い言葉だと思うのですが、こ
れが遺言ですね。
遺言は第一に財産上の問題で、よくご存じでし
ょう。第二に身分上の遺言もすることができます。
認知が遺言できるのですよ。反対に相続人がひど
い仕打ちをすると相続人の排除ということもでき
ます。
本日は三つ目の自分の希望を書いておくことが
できる話をしたかったのです。
用語としては付言事項です。妻に対して「愛し
ているよ」とか、「兄弟仲良く」とか、たとえば
全部二男に相続させて長男はなしという場合も、
「～だったから、長男には今回相続してもらう財
産はなしだが、文句を言わず遺産争いなどくれぐ
れもせぬよう、兄弟仲良く暮らしてほしい」とか、
それぞれ言いたいことはたくさんありますが、親
の希望でなんでも書けます。
最後に子供さんがいない方、相続人の中に印鑑
を押せない人がいる場合、ぜひともぜひとも遺言
を作っておい
てほしい、とい
うことを言っ
て終了にしま
す。

誕生日祝福(12 月)
柴田伸彦親睦活動委員
稲垣宏高君（ 1 日）
長田一郎君 ( 1 日)
三谷栄一君（13 日）
伊藤幸蔵君（16 日）
鶴見治貞君（20 日）
生田達一君（25 日）
夫
人
片岡 鉄夫人（ 1 日）
浅井彦治夫人（22 日）

伊藤祥文夫人（ 4 日）
安江正博夫人（23 日）

結婚記念日祝福
加藤則之君（ 5 日）
片岡 鉄君（ 8 日）
梶浦興蔵君（18 日）

堀田力男君（ 8 日）
神谷里明君（11 日）
小林啓子君（25 日）

私も 12 月
生まれだ
ったがや

その他

伊藤哲朗副会長
前田昭生会場委員が
司会をしました

元気よくソング
リーダーをつと
める八谷順一君

横井知代親睦活動委員
長より、クリスマス家
族例会のお礼
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国際奉仕委員会
台北滬尾ＲＣからクリスマスと年賀の挨拶状が
届きました。また、新しい会員名簿も送られてき
ました。謝謝！」

ドーム近くのも
とやす桟橋より 世
界遺産航路を船 で
厳島へ。厳島神社も
1996 年に世界遺産
登録されています。
ナイトクルージ ン
グに出かけたの で
すが、潮位が高く船で大鳥居をくぐることができ
ました。朝廻廊を通り本殿へ参拝。ここも修学旅
行生が多く、外国人では東南アジア系が多かった。
その日の内に長崎へ移動、翌朝長崎港から 18km
の沖合に位置する端島
（はしま）へ。島は鉄筋コ
ンクリート造りの高層
アパートが林立し、海
の要塞の様が軍艦「土
佐」に似ていることか
ら「軍艦島」と呼ばれ
るようになった。1890
年（明治 23 年）から三
菱石炭鉱業による八幡
製鉄所何千の製鉄用原
料炭を供給してきた海
底炭坑の島である。エネルギー革命により石炭か
ら石油に移ったため、1974 年 1 月に閉山、4 月に
無人島になり現在はほとんどが波風の影響で崩壊
しています。風が強い時、波の高い時は上陸でき
ませんが、私が行った時は上陸できました。2009
年 4 月 19 日より上陸解禁、2015 年 7 月 5 日世界
遺産登録、2016 年 4 月端島上陸者総数 100 万に達
する。まだ上陸してみえない方は是非一度お出か
けください。

チョー大寒波が到来した 12 月 14 日(木)、桑名
ＣＣにて 10 名が参加してゴルフ会が開催されま
した。ハンディ 4 の篠田廣君がダントツのスコア
で優勝しました。夜は恒例の楽しい忘年会も行わ
れました。

順位
優勝
2 位
3 位

氏 名
篠田 廣
浅井彦治
山本達彦

OUT

IN

ｸﾞﾛｽ

Hcp

ﾈｯﾄ

40
47
51

41
48
47

81
95
98

4
11
12

77
84
86

第 3133 回

≪世界遺産の旅≫
滝川林一
世界遺産をめぐる
旅に行ってきました。
最初は皆様よくご
存知の原爆ドーム
（正式名は名前を決める時にアメリカの激しい反
対で広島平和記念碑 Hiroshima Peace Memorial
と決定）1996 年に文化遺産・負の遺産として登録
されています。
久し振りに訪れたのですが、以前よりも観光的
になった気がしました。修学旅行の団体に交じっ
て外国人・欧米の人が多くアジアの人は少なく感
じました。

次回例会
’17 年 12 月 22 日（金）
≪納 会≫

次々回例会
第 3134 回 ’18 年 1 月 5 日（金）
≪新年初例会≫
○ご祈祷
と き：午後 4 時～
ところ：津島神社拝殿
○懇親会
と き：午後 5 時 15 分頃～
ところ：木曽路津島店
お知らせ
■休会
12 月 29 日（金）年末年始のため
■事務局年末年始休暇
12 月 28 日（木）～1 月 3 日（水）
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