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第 2033 回（本年度 第 27 回） 例会 平成 27 年 1 月 21 日   曇り 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘              竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

                  「奉仕の理想」 

 

卓話者の紹介            竹中 裕彦 会長 

会員卓話    渡部 潤 会員  猪狩 佳亮 会員 

来訪ロータリアンの紹介      飯塚 元明 ＳＡＡ 

川崎ＲＣ               白井 勇 様 

 

今週の花言葉          横山 俊夫 花委員長 

スイトピー    花言葉・・・「門出」 

スイトピーのスイートは香りの良い事、ピーは豆という意

味。花の形が今にも飛び立ち 

そうな蝶のようなので、卒業式など門出を祝福したい春の

思い出にピッタリな花。 

松田聖子さんの歌「赤いスイトピー」の世界 

 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

１．地区よりサンパウロ国際大会(2015 年 6 月 6～9 日) 

  の最終案内が届いております。牛山会員が淋しがって

おられますので積極的にご参加をお願いします。 

２．漢城ＲＣ宋地区副幹事よりご連絡を頂き 1 月 27 日 18

時～川崎駅近辺にて事業打合せを行います。 

３．急遽ＩＭの会場ソリッド・スクエアの２回目下見を 1

月 27 日 13 時より行います。 

４．地区よりＲＹＬＡの追加申込依頼が来ております。 

  現在は、沼田優輝さんが登録済みです。 

５．米山功労者の表彰が届いております。  

  ５回目マルチプル 島岡会員 

６．他クラブの例会変更案内を回覧致しますので、メーク

アップにご活用下さい。 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

次週、まとめて発表します。 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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委員会報告 

国際奉仕委員会         沼田 直輝 委員長 

台湾西門ＲＣより３８周年記念式典のお知らせが届いて

います。 

３月９日がウエルカムパーティー 

１０日が記念式典となっております 

クラブとしての予定は９．１０．１１日となっています。 

皆さんご参加下さい。 

出席報告           出井 宏樹 出席委員 

2033 回 59 49 23 26 46.94 ％

2031 回 58 50 26 24 52.00 ％

6 修正出席率 64.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

メークアップ 

野沢 隆幸・船山 昭三・飯塚 元明・永松 慎太郎                    

林  鶴・中村 孝            各会員 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

坂東 保則 副会長 

川崎ＲＣ 白井 勇様 

お世話になります。宜しくお願いします。 

猪狩 佳亮 会員 

本日は、はじめて卓話させていただきます。新入会員ら

しく精一杯がんばりますので、暖かく見守ってください 

飯塚 元明 会員 

まっさん（増田様）スクラップ屋紹介ありがとうござい

ました。 

竹中 裕彦 会長 

① 渡部さん、猪狩さん卓話宜しくお願いいたします。 

② 本当に寒いですネ。皆様ご自愛ください。 

本日のニコニコのテーマ 

「渡部 潤会員・猪狩 佳亮会員、 

本日会員卓話宜しくお願いします。」 

坂東 保則・牛山 裕子・ 野沢 隆幸・ 嶋崎 嘉夫  

秦 琢二 ･ 水口 衛 ・ 鈴木 昇二 ・出井 宏樹  

竹田 正和 ・増田 昌美 ・ 宮沢 和德・中村 孝 

各会員 

 

本日の卓話             渡部 潤 会員 

 私の家族の事を話させて頂きます。私は今３６歳ですが、

子供が４人いまして、上の子から４歳、３歳、２歳の年子

で、去年の１２月２４日に４番目が生まれました。その子

は息が出来ないという事で入院したままでお正月も(一緒

に）過ごせなく、１月の６日退院して、今元気に育ってい

るのですけども、家内は全員帝王切開なんです。昔の帝王

切開というのは縦にお腹を切りましたが、今は横なんです。

それは、水着を着られるように、見えない帝王切開になっ

ていまして、日本でも帝王切開は、最高３人までと医学的

に決められているらしく、(帝王切開で）４人産めたのは、

常に神の手を持つ産婦人科がありまして、そこは最高５人

まで生めるという事でした。先生は「この日本の為に産み

なさい」という事で４番目を産みましたが、アメリカで帝

王切開で９人の例がありまして、最後背中の方も切る、同

じ所を３回しか切れないということで、家内も冗談でまだ

出来るじゃないかと話しています。今はその大変な時期で

すので、（ロータリーには）なかなか顔を出せずにいます。 

去年は家を購入しまして、土地だけを先ず買ったんです

けれども、その時子供３人だったので、４ＬＤＫの設計で

住宅を注文しまして、今年に入ってもまだ家は建っていま

せん。５ＬＤＫに変更しまして、先週１階から３階の図面

が出来まして、今年７月に完成する予定です。 

男の子３人と女の子１人なので、女の子は男っぽくなっ

てしまうんですね。３歳ですけども、口が達者で、迷子に

なっても泣かないですね。(迷子探し）放送を流してもら
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えないというデイズニーランドでの大騒ぎ、デイズニーラ

ンドはでは放送を流せないんですね。やっと１時間後に見

つかったのですが、なんと、女の子は強いなあと思います。

男の子３人は女の子みたいな感じで弱いです。 

子供４人いて、色々な所に遊びに行くと、本当の子です

かと聞かれるんですね。顔が似てないんですけど、「全部

うちの子だ」と応えます。で、高齢者の方には「素晴らし

いですね」と褒められるんですね。若い人にはやはり変な

眼で見られるんですかね。４人もいるんだというと、冷た

い目にあう事もあるんですけれども。家内が元気付けられ

たのは、スーパーなどで年配の方に「凄いね」と言われる、

４人を連れて遊びに行っているので、凄いねという事に自

信を持ったらしく、今はストレスもなく、４人連れて旅行

でも行っちゃうくらいです。 

昨年１２月の２３日に家内が入院しまして、自分で３人

の子供を１２月３１日まで(面倒を）みたんですけども、

流石にパニックになりまして、長男をうちの実家に連れて

行き、２人には毎日ママはママはと言われまして、毎日ど

うしようかなと思いまして、自分の言う事は聞いてくれな

い、そういう風になったんです。その時に、ふと家内に会

わすかなと。会わしたら子供達もママは此処にいるんだな

と分かってくれて、なんとか３１日まで持ちました。家内

が入院している間に、上の３人とのコミュニケーションが

取れたので、パパっ子になって、今はパパはパパはと言わ

れる事を凄く嬉しく思っております。 

 仕事に関して嬉しかった事は此処にいることです。私の

ような未熟のものが入る所ではないんですけれども、先輩

方に迷惑かけますけれども、今ちょっと忙しくて、あまり

出席もしていないですが、来れる日はきますのでよろしく

お願いいたします。 

猪狩 佳亮 会員             

入会して 2 カ月足らずで、このような機会を頂きまし

て、大変感謝を致します。今のところ、例会を 100％出

席させて頂いております。家族は、愛する美人妻が１人、

１歳４カ月の息子が１人、家はパパっ子です。 

此処からは仕事について話したいと思います。今川崎

の追分の方で事務所を構えまして、司法書士・行政書

士・そして社会保険労務士の三つの業務を行っておりま

す。今日は司法書士に関してお話しします。司法書士の

根幹業務になるものは、登記です。不動産、会社、不動

産であれば、渡部さんも７月にはきっと依頼していただ

けるんじゃないかと思っておりますが、家を買った時、

借り換えのローンの返済が終わった時等、不動産の登記

に関してというのは司法書士の根幹業務になって参り

ます。そう言った意味で登記の仕事が増えますと、事務

所の売上にも繋がり、ひいては、ニコニコ等積極的に出

すことが出来るようになりますので、不動産売買の仲介

業者さんとか、金融機関の住宅ローンの担当とかいらっ

しゃいましたら、是非ご紹介して頂きたくお願いします。

勿論皆様自身、皆様の会社が不動産お買い求めの際にも、

お声をかけて頂ければ、特別対応でさせて頂きますので、

よろしくお願いします。さて、不動産取引に当たっては、

不動産という高額の財産ですので、書類に不備がないか

確認をしたり、不動産取引を安全にするというのが司法

書士の社会的役割となって参ります。 

会社の登記に関しては、会社設立から、役員が替わっ

たとか、増資をしたいとか、という時に司法書士の出番

になって参りますので、是非お声かけをして頂ければと

思っております。 

それから、もう一つ、司法書士の大きな仕事としては、

遺言・成年後見・相続という所謂、シニア世代向けのサ

ービスがございまして、今日本が超高齢化社会という事

で、４人に１人が６５歳以上、８人に１人が７５歳以上

でございます。そうした中、シニア世代の皆様に向けた

法的なサービスを提供するという事が、私にとっても、

地域に対する職業奉仕の一つじゃないかと、そんな思い

でやらせて頂いております。 

先ず、遺言ですが、「遺言を書きましょう」という話

をしますと、「俺を殺す気か」というようなお叱りを受

ける事も有りますが、遺言というのは非常に前向きのも

のなんだという事を、是非お伝えしておきたいですね。 

もし、遺言書を書いた後、亡くなりますと、相続とい

う話しになって参りますが、相続手続きというのは、戸

籍（謄本）を集めたり、役所に行ったり、銀行に行った
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り、本当に面倒くさい。昔の戸籍（簿）は手書きで達筆

過ぎて、読むのが難しいということで、依頼を頂く事が

ございます。 

こういった面倒くさい手続きのプロが司法書士であ

ります。不動産の名義を変えるとか、銀行で預金を引き

出す、または生命保険の手続き、生命保険金を受け取る

手続きを含めて全てお手伝いをさせて頂いております。 

この中で出来ないのは、相続税については税理士の方

に協力を願います。もう一つは揉めた時。揉めた時は裁

判所の手続きになりますので弁護士の先生に協力を願

います。という訳で司法書士は出番としては、揉めてな

いけど、面倒くさい、こんな事やりたくい、という時に

お声掛けをして頂きたいと思っております。 

三つ目は成年後見という業務でありまして、これも高

齢化社会に伴って認知症患者の数が増えていると。日本

全国では、古いデータですが、２０１２年に４６０万人

の方が認知症患者、または、その予備軍と言われており

ます。当然ながら認知症の人々を我々が支えて行かなけ

ればならないですが、実際４６０万人の内、一年間で成

年後見の制度を利用している人数というのは３万５千

人程度というのが、最高裁判所のデータでございます。

必要とされている方の実に１％弱しか成年後見制度を

利用していないのですが、これは手が足りないという現

状がございます。私も、現在、１１名方の後見任務をや

っておりますけれども、（需要に）とても追いつきませ

ん。これから益々高齢化社会が進んで行く日本では、重

要な業務になるのかなと思っております。 

少し長くなってきましたが、最後にまとめを話させて

頂きます。先ず、ロータリーにパーテシペートしていく

というのは第一の目標であるという事です。二つ目は、

不動産の業者さん、銀行のローン担当者の方を是非紹介

して下さい。それから遺言、成年後見、相続など日本の

高齢化社会に対して解決を図って行くという処で職業

奉仕をしていきたいというのは三つ目。今日は司法書士

の一部だけを話しをしましたが、司法書士だけではなく、

社会保険労務士、行政書士もやっておりまして、その宣

伝に、お手元にパンフレットを置かせて頂きましたので、

宜しければ、会社またお家の方にお持ち頂ければ嬉しい

かなという風に思っております。拙い話しでありました

が、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月４日（水）会員卓話 

竹田 会員   横山 会員 

 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

２月１１日 (水) 休会 

 

２月１８日 (水) ＩＭ移動例会 

 

２月２５日 (水) ４２周年記念例会 


