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改正により、財産目録についてはパソコン等で書くことは出来る

■点鐘

ようになりました。自筆証書遺言のメリットは、一人で費用もか
けず、いつでも書くことができること。また、遺言の存在や内容

■国歌斉唱「君が代」

を秘密にできることです。
デメリットは、相続人や第二者による、偽造、変造、隠匿の危険

■ロータリーソング「それでこそロータリー」

性があること、方式不備で無効となることがあり、発見されない
可能性もあること。家庭裁判の検認手続きが必要であることです。

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰

次に、公正証書遺言ですが、証人立会のもと、公証人が遺言者の
口述に基づいて遺言書を作成し、遺言者、証人、公証人が署名捺
沼田敏雄 会員（4,000 ドル）

印して作ります。
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので、方式不備が
ないこと、原本が公証役場に保存されるので、紛失、滅失があつ
ても、再度交付してもらえること、家庭裁判の検認手続きが不要

■会長の時間
（会長

であることです。

松本一也 )

デメリットは、作成に手間と費用がかかること、証人に遺言の内
容を知られることです。
｢遺言書について｣

しかし、私としては、公正証書遺言をお勧めします。

決して、書いた方が良いと思わ
れる人がおられるから、お話し

ここで、実際にあつた話をしてみたいと思います。私の男の同級

する訳ではありません。私が、

生で、父親が早く亡くなり、お母さんと兄が 3 人いました。母親

今まで仕事をしてきたなかで、

と同級生は熊本に住んでおり、兄たちは皆、東京に住んでいまし

遺言書さえ作ってあったなら、

た。同級生は母の面倒を見ていたので、15 年くらい前に、
「もう、

親・兄弟で憎み合ったり、争っ

兄さん達は熊本へは帰って来ないし、お母さんの面倒をず―と見

たり、悲しい思いをしたり、し

ているのだから、土地建物を君に相続させてもらうように、遺言

なくてもよかつたのに、と思わ

書を書いてもらつたら」と言つたんですが、
「な―に、
みんな分かっ

れることが多々あったからです。

てくれるから、
大丈夫だよ」
と言つていました。 10 年くらい前も、
そういつたんですが、その時はもうお母さんは認知症になつてい

私の経験からすれば、遺言書がない場合、半数くらいがもめると

ました。私が、何故そう何回もうるさく言ったかというと、彼は

思つていましたが、この前ある弁護士さんに会ったとき、半分く

マンション暮らしで、妻と子供に部屋を占領され、自分の空間が

らいは揉めますよねといつたら、いやとんでもない、半分以上で

持てなかったようでした。そこで、仕事を辞めたら、お母さんの

すよと言われました。

家を秘密基地にして、趣味三味の生活をしたいと、男のロマンを
話してくれていたからです。それから 5 年たち、お母さんは亡く

遺言の種類には大きく分けて普通方式と特別方式の二種類があります。

なりました。

特別方式は、死期が緊急に迫っているなどの場合で、まずここで

兄弟で話し合った結果は、家は処分してお金を分けるというもの

は関係ないので省きます。

でした。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の 3

もうひとつは、私と同じで、子供がいない夫婦の話です。夫が亡

つがありますが、秘密証書遺言については利用されることが少な

くなり、相談に来られました。夫は、生前、
「俺が死んだら財産

いので省きます。

はみんなお前のもんだけん心配すんな」と言つていたそうです。

まず、自筆証書遺言ですが、遺言する人自ら、その内容、日付、

夫にはまだ父親が生きており、兄弟も数人いました。この場合法

署名の全てを自筆で書き押印します。全文を自筆で書く必要があ

定相続では、相続割合は妻 3 分の 2、父親 3 分の 1 となります。

り、代筆や、パソコン等によるものは無効です。ただし、相続法

兄弟のみの場合、妻 4 分の 3、兄弟全部で 4 分の 1 となります。

−１−

そこで、父親に話に行ってみてくださいとアドバイスしました。

ロータリーの場合は特殊的な総会です。

私としては、父親は、「30 年以上もあんた達二人で働いて築き上

・もっともロータリーにおいては、役員、理事の選挙以外で、何

げた財産だから、私はいらないよ」と言つてくれると思っていま

か重要事項について、全会員で決議する必要がある場合には、

した。しかし、法定相続分の 3 分の 1 は払つてくれという答えだっ

通常の例会において行なえるようになっております。

たそうです。

・つまり、いろいろの問題の全会員による結論を必要とする場合

このように、夫の無知のせいで、妻は老後の生活費も少なくなり、

には、通常の例会において決議すことができ、その場合、全会

つらい思いをしました。遺言書さえ書いてくれていれば、この様

員に議題、議事内容について、決議を行おうとする例会の 10

な悲劇は起こらなかつたでしょう。

日前までに書面によって通知を行い、当該例会の出席会員が 3
分の 1 の定足数を満たしていることが必要となります。
。

相続財産による、親族間の争いはとても悲惨です、みなさん、よ

・ちなみに、年次総会は毎年一回だけで、臨時総会という制度は

く考えてみて下さい。

ありません。
○選拳される役員、理事 ( 定款第 11 条、鮨月 1 第 2 条 )
・会長 ( 次々年度 )、副会長、幹事、会計、会場監督および

■幹事報告
（幹事

福井

7 名の理事の選出です。

学)

○選拳手順について
①選拳の 1 か月前に、会長は次々年度会長、副会長、幹事、会

１）

計、会場監督および 7 名の理事候補者を指名することができ

第５回定例理事会報告。

ます。

２）

②会長は指名委員会を、選挙の l ヵ月以前より前に会長、会長

第２回熊本市域ＲＣ会長幹事会報告。

エレクト、直前会長、副会長、幹事、前幹事を構成委員とし

議題①新春合同例会 → 中止 賛成：２、反対：７

て任命します。

②サインメーキャップについて → 従来通り：８、取り止め：９

③指名委員会において指名された候補者を、年次総会において

③子ども達の未来プロジェクト及び一人親支援について

発表し選挙することになります。
○選拳された役員の任期

■今後の行事

( 定款第 11 条第 5 節、細則第 3 估第 6 節 )
ローターアクト提唱 菊池郡菊

11 月 14（土）

クラブ協議会

① 会長を除く各役員は選挙された次の年度の 7 月 1 日に就任

キャロッピア

陽町

し、任期は 1 年です。
ただし会計の任期は 2 年としています。

宮川義行

11 月
職業奉仕セミナー
11 月 21（土）

熊本県

② 会長の任期、会長は就任する日の直前 18 ヵ月以上 2 年以内

熊本城ホール

熊本市

に選挙されます。
③ 会長は、選挙された時点 ( 前々年度の年次総会 ) から会長ノ

古田哲朗、草村安宏、宮川義行

ミニーとなります。
④ 会長就任の前年 7 月 1 日から翌年 6 月末日まで会長エレク

■ロータリー情報の時間

トとなります。

（ロータリー情報担当 佐野茂 )

註・会長ノミニー Nominee

年次総会

・会長エレクト Elect

会長に 4 出された人

○役員、理事の資格条件

○年次総会 ( 定款第 7 条第 2 節、
細則

会長に指名された人

・役員、理事は瑕疵のない会員 ( 本未あるべき要件や性格に欠

第5条3節)

けていないこと )
○会長の資格条件

・年次総会は毎年 12 月 31 日まで

・クラブ会長候補者は、指名前少なくとも 1 年間、当クラブの

に開催しなければなりません。( 定

会員であること。

款第 7 条第 2 節 )

ただし、ガバナーが 1 年未満であってもこの要件を満たして

当クラブは毎年 11 月第 3 例会に開催することにしています。( 細

いると判断した場合は、会長候補者となりえます。

則第 5 条第 3 節 )

・会長エレクトは、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協

・年次総会の議題は、次年度の役員、理事の選挙 ( ただし、会長

議会に出席しなければなりません。

は次々年度の会長の選挙 ) および現年度の収入と支出を含む中

ガバナーエレクトから特に免除された場合には、会長エレク

間報告、前年度の財務報告を発表します。( 定款第 7 条第 2 節 )

トがクラブから代理の者を派遣することになります。

その他の議題は一切やりません。

○当クラブは、申し合わせにより会長ノミニーに選挙される会員

・ロータリー発足以来、永年にわたって年次総会の議題は、次年

は、その前年度に原則として副会長に選挙されるものとしてお

度の役員理事の選挙だけでした。ところが昨年の 19 年規定審

ります。

議会において、総会当日に会計報告を同時に行うようにと加え

○理事会またはその他の役職に欠員が生じた場合は、残りの理事

られました。
いずれにいたしましても、通常、団体などの総会といいますと、
議題として事業計画、予算、決算の承認、あるいはその団体の
重要事項、そして人事の審議というのが一般的ですが ; その点、

会メンバーによって後任者が任命される。
○役員エレクトまたは理事エレクトが辞任した場合、残りの次期
理事会メンバーによって後任者が任命される。

−２−

想を超える内田さんの大きなクレーン車が
目の前に来て、子ども達とスタッフ一同、
大変喜んでいました。その後、会員さん達
と子ども達との交流も盛り上がってとても
有意義な一時を過ごすことができました。

■委員会報告
（国際奉仕担当

彌冨照皇 )

ＪＥＴ

ＴＩＭＥ（5-20201014）
英語
台湾語
管理運営委員会
Administration Committee
行政管理委員會
①出席委員会
Attendance Committee
出席委員會
②親睦委員会
Fellowship Committee
聯誼委員会
③プログラム委員会 Program Committee
節目委員會
④ニコニコ箱
Smile Box （Happy dollars） 樂捐箱
⑤会報・雑誌
Bulletin Scribes
―
⑥ロータリー情報 Rotary Information
―
日本語

（P.S.1）
① 10 月は地域社会の経済発展月間ですが、日本独自に定めた
米山 月間でもあります。
②年間奨学生採用枠は約
860 名です。
③米山奨学金の事業費は 14 億 6,000 万円（2018-19 年度決算）
です。奨学金は 12 億 4,041 万円です。
④これまでに支援してきた奨学生数は、
累計で 21,023 人（2019
年 7 月現在）です。
⑤その出身国は、世界 129 の国と地域に及びます。
⑥米山奨学金制度の成案が可決されたのは、 1952 年です。
米山奨学金事業を始めたのは 東京 です。
⑦ 1967 年に文部省の許可を得て、財団法人ロータリー米山記念
奨学会となりました。
⑧奨学生第１号に選ばれたのは、1954 年 10 月に来日して、
東京大学農学部で養蚕を学んだ タイ の留学生です。
（P.S.2)
①おいくらですか・・・多少銭？

子ども達にとって素晴らしい体験ができたと思います。感謝の気
持ちでスマイル致します。又、本日松田さんの卓話を楽しみにし
ています。
◎草村安宏 10,000 円
先日は、誕生日祝いありがとうございました。
松田さんの卓話楽しみにしています。

◎宮川義行

い思いが発達障害の子ども達の生き生きとし
た姿に表れていました。自閉症や引きこもり
を防ぐ素晴らしい志の高い取り組みですね。
クレーンを提供された内田会員もお疲れ様でした。お二人にスマ
イルします。
９日の夜、ＮＨＫで美術監督の宮島さんの特集が放送されました。
７６年前の映画「無法松の一生」の修復作業に取り組み今年のベ
ネチア国際映画祭で上映されました。７月にメールを頂いた時に
は「映画という文化を国をあげて守ってほしい。過去の名作や時
代劇が次々失われている現状を何とかしたい」と言われていまし
た。７８才の宮島さんの検討を祈っています。
◎松本繁 3,000 円
松田和成会員のはじめての卓話楽しみにして
います。頑張ってください。

②高いです・・・・太貴了！

◎内田信行

3,000 円
昨日参加された方、お疲れ様でした。子ども
達に喜んでもらって大変良かったです。来年
も頑張って何かをしないといけないですね。
今日、俺の通知表と一緒でオール１です。

◎松田和成

3,000 円
今日は卓話お世話になります。

◎松本一也

2,000 円

■出席報告
（出席・プログラム担当 杉本整哉 )
月日

会員数 出席者数

10 月 28 日
42
11 月 11 日 （免 3）
31
39
☆出席免除
11 月 11 日
住江正治 鷲山法雲 島村徹男

7,000 円
昨日の「ケ・セラ」でのクレーン車見学に参
加された皆様お疲れ様でした。彌冨会員の熱

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

休会

79.49

ケ・セラのクレーン車見学お疲れ様でした。
内田会員にはクレーン車ありがとうございま
した。

■スマイル報告
（親睦・スマイル担当委員
松田和成 )

■会員卓話
（松田和成会員 )

◎彌冨照皇 20,000 円
昨日、私共の事業所においでいただきありがとうございます。予

●こんにちは、新人会員卓話と言うことで 15 分間、喋らせても
らいます、初めてですので右干緊張しておりますが。宜しくお願

−３−

いいたします。まずは、事業案内、
最近の実績紹介、会社の主な業
務、モデルハウスの紹介、それ
から個人の自己紹介、趣味、家

場所は合志市になりますが、インナ ー ガレ ー ジ付き平屋 35 坪
です、先ほど紹介いたしまし た ZEH 仕様となります、これは、
お客様案件では無かったため、設計に 3 ヶ月ほどかかりました、
コ ンセプトは男の隠れ家見たいなイメ ー ジと高機能性を求め快

族紹介、最後に何か質問等がご
ざいましたら最後に宜しくお願
いいたします。

と申します。所在地は、西区になります、創立は平成 4 年 10 月
ですから、28 年位になります
事業案内といたしまして、一般建築業、住宅リフォ ーム、太陽
光発電事業、コインランドリー事業 、業務用厨房機器、空調設
備工事等になります。
加盟団体ですが、ZEH ビルダー登録店、TOTO リモデルクラブ店
トクラス YRC 加盟店、パナソニック PV 施工店、シェルパ販売店

適に過ごせる空間になったと思います。実はこのモデルハウス
は、個人で借入いたしまして、お客様からの受注が増えたら、会
社に買い取ってもらおうと、考えてましたが、コロナ禍で、新築
案件の打ち合わせが出来なくなり、今に至ります、しかし、モデ
ルハウスを見て頂くのが当社のこだわりが一 番わかっても らえ
て、よかったとおも います、ローンは残りましたが。アピールポ
イントは、平屋ですけど、天井高さを 3m することにより、狭い
空間でも広く明るく見えることですが、音響にもこだわり、ボー
ズサウンドバー 700 を取り入れてあり、A I 搭載なので話しかけ
ると、おしゃべりします笑笑。
パナソニックと取引いたしてますので、ル ーロをシステム改良
してもらい、家全体をお掃除しています、一番働き者です。

と加盟いたしております。
次に先ほど ZEH ビルダー登録店と申し上げましたが、まずもっ
て ZEH とは何か、わからない方もいるとおもいますので、少し説
明いたしたいと思います。
●外皮の 断熱性能等が大幅に向上されるとともに、効率的な設
備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な 省
エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入すること

●次は、禰冨会員の事業所ケセラです、禰冨さんとは、この時、
打ち合わせは、9 割ロー タリーのはなしでした笑笑、熱意にまけ
ました。
〜 中略 〜
●個人の自己紹介
今は全然乗ってませんが、ロー ドバイクに九州の大会は、練習も
せず、走りました。画像の大会は、最後にでた大会です、小学生

により、年間の一エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目
指した住宅です。
従来の断熱ではなく、アクアフォ ーム等使い、断熱効果を 高め、
尚且つ省電力設備を使い、工不ルギーを削減し、尚且つ再生可能

の子供に抜かれ、撃沈！
趣味 バイク
通称火の玉 カワサキ Z1 900 C C、海外向けで、ボ ロボ ロの Zl
を全部バラシ、フレームの再塗装、修正、エンジンオーバホール、

エネルギー（太陽光発電、蓄電池等）を設置して収支をゼロベ ー
スにしようと取り組んだこのモデルを ZEH と言います。
ZEH 住宅の費用対効果は断熱と省エネ・創エネがポイントと言う
ことになります。ZEH 住宅は断熱性能が従来の住宅よりも非常に
高いので、外気を部屋の中に取り込みづらく、部屋の空気を外に
逃しづらいです。その断熱効果は、
「今までは 24 度のエアコンで
ないと部屋が涼しくならなかったのに、26 度でも十分涼しく快

ハーネス交換、今でも、部品の供給あり
ハーレダビットソン FL HX 2014 年式製作期間 1 年
フルカスタム、三拍子、これがいい。
●少し娘の紹介をします、私事ですが、娘が 4 歳の時に、離婚
致しまして、自分と娘 で生活してきました、21 歳の時に福岡の
EXPG と言う音楽のスクールに通い、上級コースに昇格したので、
東京に行きたいと、私に話が合った時には、もう住むとこまで決

適になった！」という声も多く聞かれているほど！
無理なく節約できるのにより快適に過ごせるのが ZEH 住宅の特
徴です。

めてたみたいです、23 歳上京し、アルバイトで貯めた、30 万円
もって東京に 。ホリプロタレントスカウトキャラバン 3 万 8628
人／ 8 名に残り、わたしも招待され、ファイナルステージを見に

●サンレイプランニング株式会社の主な業務内容ですが、まずは、
家を建てたいと思ってるお客様と、ヒャリングをし、士地を探し
て、気に入った土地がありましたら、買い付けを出して土地を抑
えて、土地に合ったプランニングをし、お客様にご提案しまして、
着工ですね。

行きました。この時、あ〜ちゃん 23 歳 最年長
それから、バイトをしながら、オーディション番組にでても落選、
諦めたんでしょうか？
翌年、年末のクリスマス時期に会いに行くと、なんか変だったん
ですね 笑笑

その際、地盤調査しまして、補強が必要と診断致しましたら、補
強いたします。
●次に太陽光発電事業所をしております、低圧の 50KW ですか
ら、小さいですが、士地取得して（約 600 坪）全量買い取りで

もう、今の旦那と出会って、初めてのクリスマスに私と過ごす予
定してたんですね． ． 26 歳で結婚、今では、母親になり私にも、
初孫が！ ！ ！ で初孫の捺希くんとあ〜ちゃんです。今日は、新

●私が勤めております、会社名がサンレイプランニング株式会社

すので、売電から 20 年固定買取です。今となっては、笑い話に
なりますが、当初、5.6 年前ですかね、九電さんが、いきなり通
達もなく、申請受付期日打ち切りを発表し施工業者は大パニック
になりまして、お客様の野立て案件の話が無くなり、痛手を受け
ました。今から先、太陽光をしてもいいけど、電力が余ったら、
無期限に発電所をとめますとの見解です。
今でも、会社でモニタ ーでデータ ー収集いたしてますが、年間、
さほど止まっていません。
●次に住宅事業部のアルボル クラフト ホ ームのモデルハウスの
ご紹介です。

入会員の卓話の時間ありがとうございました。
※ 1 山田公也会員の卓話内容は次週掲載致します。
※ 2 児童発達支援事業所 ｢ケ・セラ｣ でのクレーン車見学＆ハロ
ウィーンごっこの模様は次週掲載致します。
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