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第 １３６２ 回・１３６３回・１３６４回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 31年 1月 15日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング 「奉仕の理想」 

・司会者名 秋元志津子出席会場委員長 ・発行月日 平成 31年 2月 12日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

  皆さま、こんにちは。昨年の夏ごろから相続法の改正

がニュースになっていることをご存知の方も多いお思いま

す。相続法の改正の概要につき

ましては、皆様にお配りした資

料のとおりです。この資料は法

務省のホームページからです。

この資料によりますと、改正の

ポイントは６つです。「配偶者の

居住権を保護するための方策」

「遺産分割等に関する見直し」

「遺言制度に関する見直し」「遺留分制度に関する見直し」

「相続の効力等に関する見直し」「相続人以外の者の貢献を

考慮するための方策」です。全てについてお話しする時間

はありませんので割愛しますが、これらの改正はいつから

実施されるのでしょうか、ということについては段階的で

す。ほとんどは平成３１年７月１日からですが、既に施行

されている制度もあります。それは、「遺言制度に関する見

直し」の中の「自筆証書遺言の方式緩和」についてです。

施行日は平成３１年１月１３日ということです。今まで遺

言では主に２つの方法が使われてきました。自分で書く「自

筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は日付、名前を含めて全て自分の手で書かな

くてはいけませんでした。今回の改正では、財産目録の部

分に限ってパソコンで作ることができるようになりました。

勘違いしやすいところですが、パソコンで作っていいのは

財産目録だけであって、遺言全部についてではありません。

ただし、パソコンで財産目録を作っても署名と押印が必要

です。財産の多い人にはありがたい改正だと思います。し

かし、自筆証書遺言についてはもう一つ使い勝手が良くな

いところがあります。それは検認という制度です。自筆証

書遺言を書いた人が亡くなった場合すぐにその遺言を使え

るかというと、そんなことはありません。原則として相続

人全員が裁判所に集まって、そこで遺言書に裁判所から判

子をもらって初めて遺言が使えるようになります。ですの

で、遺言の内容は相続人全員が知ることになります。遺言

の内容次第では財産をもらえない相続人もいるかもしれま

せん。そのような相続人はどう思うでしょうか。却ってト

ラブルになることも考えられます。その点、公証役場で作

る公証役場遺言は、作った人が亡くなったらそのまま使え

ますので、その部分に関しては使い勝手がいいです。しか

し、自筆証書遺言についてもこの点が改正されました。自

筆証書遺言を法務局で保管する制度です。この制度を活用

すれば検認が不要になります。しかし、法務局に対して遺

言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、他の相

続人に対して遺言書を補完するということなので、遺言書

の存在自体を他の相続人に隠すことはできないようです。

また、この改正は平成３２年（２０２０年）７月１０日か

らですので、後一年以上かかります。相続法改正で一番遅

いです。この制度が実施されても公正証書遺言を進める専

門家が多いと思います。自筆証書遺言は書いた人以外誰も

チェックしないので、無効の場合も考えらえますが、公正

証書遺言は公証人という専門家が関与するので無効になる

ことはまず無いからです。 

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．１月２６日ＩＭの出欠を後ほど取りまとめます。 

２．各クラブから例会プログラムが来ています。 

３．米山記念奨学会から２０１８年度下期普通寄付のお願い 

が来ています。クラブで対応いたします。 

４．国際交流協会から会報の案内が来ています。 

５.越谷青年会議所から新春賀詞交歓会の案内が来ています。 

 

委員会報告 
 なし           

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 本日もよろしくお願いします。         高橋護 

 本日もよろしくお願い致します。       菊地貴光 

 今日も大変寒いですね。よろしく。      武藤正雄 

 今日は殊更寒いですね。           山﨑晶弘 

 寒くなりましたね。雪にならなくてよかった！今日も宜し 

くお願いします。                仲文成 

 本日もよろしくお願い致します。寒さはまだまだこれか 

らです。体調に気を付けましょう！      秋元志津子 

 本日もよろしく。              山下良雄 

 今日も宜しくお願いします。          坪井明 

 本日例会よろしくお願いいたします。     中村隆雄 

 本日も宜しくお願いします。         山川純也 

 本日もよろしく！             小池和義 

次月・次週インフォメーション 

１/２６ ＩＭ 

１/２７ 食文化交流会 

２/１２ 理事会 通常例会 



  

 

 

 

 

■出席報告       小池和義社会奉仕委員長 

 

 

 

 

第１３６３回 例会 
・例会月日 平成 31 年 1 月 22 日（火） 

・点鐘時間  12時 30 分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階   

・斉唱ＲＣソング 「奉仕の理想」 

・司会者名 秋元志津子出席会場委員長 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 ここのところ、インフルエンザが猛威を振るっています。

私の娘が通っている小学校もインフルエンザが原因で６ク

ラスが学級閉鎖になっています。出席停止期間については、

幼稚園児・保育園児の場合と小学生以上の場合違うみたい

ですが、小学生の場合は解熱後２日が経過していて、かつ、

発症後５日が経過していることで

す。これが基準になっているかは

わかりませんが、娘の通っている

学級閉鎖の期間は、次の日から３

日間みたいです。全国的には学級

閉鎖の明確な基準が無く、何人が

休んだら何日閉鎖するのかはよく

わかりません。ちなみに、私の娘

は３学期の始業式の２日前に発熱

し、その次の日に病院に行きイン

フルエンザＡ型と診断されました。３学期の初日から休み

というか出席停止になりました。この時に病院で処方され

た薬にちょっと驚きました。薬を１回だけ飲んで終りだっ

たからです。インフルエンザに対して、ご存知の方もいら

っしゃるかと思いますが、今シーズンに新薬が出ました。

ゾフルーザという名前です。今まではタミフルやリレンザ

という薬が多く服用されてきたと思います。両社とも服用

基準は１日２回で期間は５日間。それが新薬ゾフルーザで

はたった１回でいいとのことです。それはなぜかというと、

薬の仕組みが違うらしいのです。タミフルやリレンザは細

胞内で増殖されたインフルエンザウイルスが外に出ないよ

うにするための薬で、新薬ゾフルーザは細胞内で増殖自体

を抑える効果があるとのことです。服用期間が短いので、

様々な医療機関で使われ始めているらしいです。ただ、新

薬のため副作用が未知数で処方を控える病院等もあるみた

いです。タミフルも副作用が報道されましたが。インフル

エンザの予防としては、予防接種はもちろんのこと、人混

みを避ける、外出後の手洗い、湿度を適当に保つ、栄養バ

ランスの取れた食事、十分な休養。ただし、個人的には予

防接種を受けた年にインフルエンザに罹ったこともあり、 

予防接種には懐疑的なところがあります。予防接種は受け

ないよりは受けたほうがいいんでしょうけど。予防にマス

クをすることも、効果があるとか無いとか意見が分かれる

みたいです。個人的に信用している情報は、自分の咳やく

しゃみでウイルスや細菌をまき散らすことを防ぐ効果はあ

るが、外からのウイルスや細菌を防ぐ目的は期待できない

と。ただ、マスクを着けることで喉や鼻の湿度を保つこと

ができる効果は期待できると。どの情報を信じるかは人そ

れぞれで。 

以前にある番組で、インフルエンザに一度も罹ったこと

のない人を対象にしたアンケートがありました。こまめに

水分を摂るとかの意見もありましたが、一番印象に残って

いる答えが、親もインフルエンザに罹ったことが無い、と

いうものでした。遺伝レベルでインフルエンザに強いとい

うことがあるんだな、とその時に納得した覚えがあります。 

今後はいろいろとイベントも控えていますので、インフ

ルエンザには気を付けて過ごしましょう。 

 

幹事報告        菊地貴光幹事 
１．各クラブから例会プログラムが届いています。 

２．ハイライトよねやまが届いています。 

３．ＲＬＩⅢの案内が届いています。 

 

委員会報告 
  なし 

 

■スマイル報告       小池和義社会奉仕委員長 

今週末はＩＭ、食文化交流会と続きますが、皆さまよろ

しくお願いいたします。            高橋護 

本日もよろしくお願いいたします。２６日のＩＭ、２７

日の国際食文化交流会もよろしくお願いいたします。 

           菊地貴光 

今日も良い天気です。明るく元気に頑張りましょう！ 

仲文成 

食文化交流会ガンバリましょう      山崎晶弘 

これからが寒さの本番です。皆様ご自愛ください。 

坪井明 

本日も第１６回食文化交流会の準備宜しくお願いしま

す。                    山川純也 

おそくなってすみません。今日も宜しくお願いします。 

浅田修司 

本日も例会よろしくお願いします。     中村隆雄 

本日もよろしく。             武藤正雄 

本日もよろしくお願いします。       山下良雄 

本日も宜しくお願い致します。      秋元志津子 

本日もよろしく！            小池和義               

 

■出席報告       小池和義社会奉仕委員長 
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除 
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数 

欠席
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MU 
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率 

19 名 1 名 11 名 5 名 3 名 77.8％ 

会員数 
出免

除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

19 名 1 名 12 名 6 名 3 名 83.3％ 



 

 

 

第１３６４回 例会 
第１６回国際食文化交流会 

日時 ２０１９年１月２７日 

場所 おおたけ保育園 

 


