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第 １３７７ 回・第１３７８回 例 会 会 報 

 

・例会月日 令和元年 5 月 7 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  「君が代」「奉仕の理想」 

・ロータリーの目的・四つのテスト 坪井明職業奉仕副委員長 

・司会者名 坪井明会長エレクト ・発行月日 令和元年 5 月 28 日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

  昨日まで世間は１０連休と言う

ことで、私もほぼ１０連休を取りま

した。休みが長いとどのように過ご

そうか考えるのが大変なのですが、

今回は近場を日帰りで子どもと一緒

にあちらこちら行ってきましたので

感想みたいなことをお話したいと思

います。まずは大宮公園。公園内に

は遊具や小さい動物園もあってけっこう楽しめました。し

かし、お薦めなのは『埼玉県立歴史と民族の博物館』の体

験コーナーです。藍染めのハンカチや勾玉などを楽しく作

ることができます。また、一つの体験時間が３０分～６０

分で、体験費用も数百円なのでお手頃です。次に川越散策。

時の鐘や菓子屋横丁が有名で、街並みを観ながらぶらぶら

と歩くのも良いと思います。最近できた施設ではトリック

アート美術館です。みんなでワイワイと写真を撮るのも楽

しいです。個人的に川越でよかったのはコエドビールです。

ご存知、川越の地ビールですが、街を散策しているといろ

いろなお店の前で生ビールを売っていました。お店によっ

て売っているビールの種類が違っていたりして味の違いも

楽しめました。自分が行った日は暑かったこともあって、

ビール日和だったと思います。それと、丸広百貨店。ニュ

ースで報道されていますが、屋上遊園地が今年９月１日を

もって５１年の歴史に幕を下ろします。一日中楽しめるよ

うな遊園地ではありませんが、小さい観覧車など味のある

遊園地でした。あと行った所は、葛西臨海公園。行くのは

何十年ぶりだろうという感じでしたが、思っていた以上に

楽しめました。２０１４年から２０１５年にかけてマグロ

が激減したことが当時報道されていましたが、今は数も増

えて名物が復活した感があります。ペンギンを近くに見る

ことができたり、エイやサメを触ることができたりとか内

容が充実しています。一番楽しめたのは、水槽の裏側を見

るガイドツアーでした。参加希望者が多く抽選になるので

参加が難しいのですが、今回は運が良いことに当選し参加

することができました。マグロが泳いでいる水槽を上から

見ることができたり、スタッフの方から水族館の詳しい説

明を聞くことができます。この説明を聞いた後にもう一度

水族館を回ると違った角度から見ることができて、より一

層楽しめた気がします。水族館は内容が充実しすぎで、一

日では回れなかったので、機会があればもう一度行ってみ

たいと思います。大型連休を楽しめたのも、連休中も働い

てくれた人がいるということで、そのような方々に感謝し

たいと思います。 

 

結婚・誕生祝い 
 誕生 天草大陸会員（8日） 

 古賀正則会員 

（23日）   

 結婚 天草大陸会員・ 

静子夫人（18日） 

    菊地貴光会員・ 

敦子夫人（19日） 

 

幹事報告  

 なし 

 

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 

 次週、次々週とお休みします。すみません。 菊地貴光 

 遅くなりました。             武藤正雄 

 長かった連休も終わり今日から又頑張りましょう。 

山下良雄 

 皆さんお久しぶりです。元気ですか？私は元気です。 

仲文成 

 本日の例会、理事会よろしくお願いいたします。 

中村隆雄 

 皆さんはＧＷどのように過ごされましたでしょうか？私

は弘前に行ってきました。          山﨑晶弘 

 １０連休も終わりましたが、まだ休みが足らないです。

今日もよろしくお願いします。         坪井明 

 本日もよろしく！             小池和義 

 

 

 

次月・次週インフォメーション 

5/21  通常例会 

5/26  ゴミゼロ  

5/28  休会 

６/4   理事会・通常例会 

 

 



■出席報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

 

 

第１３７８回例会 
・例会月日 令和元年 5 月 14 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 

 『法定相続情報証明制度』と

言う制度はご存知でしょうか？

平成２９年５月２９日から始ま

って、最近になりようやく定着

してきたかな、という感じがし

てきましたので、そのお話をさ

せていただきたいと思います。

どういう制度化と言うと、法務

局に亡くなった人の戸籍一式や

相続関係図を提出して、法務局

に相続証明書を作ってもらう制度です。この制度ができる

までは、預金の解約をするために銀行に戸籍一式を提出し、

家の名義変更をするために法務局に提出し、と言うように

手間がかかりました。この制度を利用して法定相続情報証

明を作成すれば、その証明書だけで相続の手続きができま

す。制度が始まった当時は、証明書を銀行に提出しても受

け付けてもらえず、今までどおり戸籍一式の提出を求めら

れることがありました。最近では金融機関でも受け付けて

もらえるということも制度が定着してきた要因かもしれま

せん。では、どういう場合に証明書を請求できるかと言う

と、亡くなった人の不動産の名義変更をするとか、預貯金

の解約をする場合とかです。単に亡くなった人の相続関係

を知りたいという場合はダメです。申出をできる人は相続

人もしくは相続人の代理人です。代理人には制限がありま

して、相続人の親族もしくは弁護士、司法書士、税理士、

社会保険労務士などの専門職です。申出をできる法務局は、

亡くなった人の本籍があった場所、住所のあった場所、申

出人の住所がある場所、亡くなった人が持っていた不動産

のある場所の法務局です。必要書類は、亡くなった人の生

まれてから亡くなるまでの戸籍一式、亡くなった人の住民

票除票、相続人の戸籍謄本、申出人の身分証明書のコピー

などです。手数料は無料です。 

 

幹事報告 小池和義副幹事 

 １．ＲＬＩ卒後研修の案内が届いて 

います。対象者には後ほど個別 

に案内します。 

 ２．地区より「地区会長・幹事会」   

の案内が届いています。 

 ３．第８グループ各クラブより５月

６月の例会プログラムが届いています。後ほど掲示をします。 

 

委員会報告  
 ■年度計画書ついて       坪井明会長エレクト 

  次年度の年度計画書について、会員名簿に変更のある会

員は早めにお申し出ください。また、各部門・委員会につ  

いて基本方針が未提出の部門長・委員長は速やかに提出し

てください。 

  ■台北百城クラブ訪問について  

小池和義国際奉仕副委員長 

   ６月に台北百城クラブへの訪問を予定しています。参 

加・不参加の連絡をお願いします。 

 

卓 話                浅田修司会員 

  日頃、弁護士として行っている業務の中から、意外と

皆さんご存知ないなと思うことに

ついてお話しします。 

 責任の種類には３種類あり、「民

事責任」「刑事責任」ともう一つ「行

政上の責任」があります。「行政上

の責任」というのは、行政がペナ

ルティとして課すもので、非常に

分かりやすい例として交通違反に

対する罰金、あるいは免許停止と

かがあります。が、今回はこれに

ついては省きまして、「民事と刑事の違い」についてお話し

します。 

 何か犯罪事件が起きた時には、２つの責任が発生して、

１つは国が犯人に刑罰（罰金とか懲役とか死刑とか）を科

すもので、マスコミで報道しているようなものは主にこち

らです。もう１つは被害者が犯人に対して、損害賠償を求

めるものです。一つ目の刑罰に関しては、対象となる当事

者は「国」と「犯人」であります。被害者は犯罪を立証す

る過程での証人として捜査対象になることはあっても、刑

事裁判の中では基本的に立場がありません。死刑あるいは

懲役、罰金という刑罰が科せられたとしても、その罰金は

国に支払われるもので、被害者には支払われません。これ

では被害者には人権がないのか、という風潮になり、よう

やくここ１０年ほどで、裁判の中で、犯人に対して証人喚

問をしたり、という役割が与えられるようになりました。

また、民事裁判で損害賠償を求めたとしても、犯人に財産

がなければ事実上支払われませんので、これでは被害者は

泣き寝入りになります。それではあまりに可哀想すぎると

いうことで、被害者給付金というのが、被害の程度によっ

て数百万円～３０００万円、４０００万円弱の金額が支払

われるようになりました。ただし、これは身体的な被害（死

亡あるいは障害が残るなど）のみに限られます。 

 例えば、横領されたので告訴してくれ、というような相

談があった時にはどうするかについてお話しします。この

場合、・お金が返ってくるのか。・処罰されるのか、という

２つの観点から告訴するかどうかを考えねばなりません。

横領されたことが事実と裁判で認められれば、犯人は処罰

はされますが、財産がない場合は、結局お金が返ってきま

せんので泣き寝入りです。先ほどの被害者給付金は身体上

の被害のことで、財産に関する犯罪には適用されません。

それでも告訴しますか？という話。 

 では、犯人本人には財産がないが、恋人には金がある、

というような場合はどうしましょうか？裁判で示された判
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19 名 1 名 10 名 8 名 4 名 79％ 



決には本人以外には強制力がありませんから、お金は返っ

てきません。が、うまく恋人に働きかけて代わりに支払っ

てもらうようにすることは出来ます。また、お金を返して

も横領の事実は消えませんが、情状の資料にはなります。

そのあたりを示しながら、お金を返してもらうには告訴し

た方がよいのか？一緒に考えていきます。 

 そもそも告訴したら受理されるのか？財産犯の場合、１

割～多くても１５％程度です。 

 それから告訴して受

理された後の流れにつ

いてもご説明します。

犯罪の嫌疑がある時に

逮捕・拘留されます。

最大で２０日間程度の

拘留期間があり、その

間は保釈もされません。

その間に、検察は捜査し起訴するかどうかを決め、そうし

たら保釈するかどうかが決まります。この２０日間の拘留

が諸外国に比べ長いことから、痴漢冤罪事件が起こるので

す。つまり２０日間仕事を離れることが出来ないから、冤

罪なんだけど示談してしまおう、ということです。 

 それでは、仕事の話はこれくらいにして、私が行ってい

る「ロータリー米山記念奨学会」の話をしたいと思います。

一覧表が出ていますが、中クラブは残念ながら下から数え

た方が早いです。中クラブは伝統的に強制的な寄付はしな

いという方針なので、任意の寄付をお願いしたいと思いま

す。 

 米山記念奨学金を受けている学生がどれくらいいるか、

を調べてきました。２０１７年度は全国７９３名、２０１

８年度は７５０名です。内訳は、中国の方が３００名強、

続いてベトナム１１０名、韓国９５名、台湾４０名、モン

ゴル３０名、マレーシア２５名、ネパール２０名・・・こ

れまでの累計１万９千人です。中国や韓国との関係があま

りよくない時期ではありますが、将来的にはまた良くなる

時期もきますし、国と国との仲がどうであれ、志を持って

日本に学びに来てくれる若者に良い印象を持って帰っても

らいたいと考えています。そのような趣旨をご理解の上、

どうぞ寄付をよろしくお願い致します。 

 

■スマイル報告 坪井明会長エレクト 

本日もよろしくお願いします。        高橋護 

今日もよろしくお願いします。       武藤正雄 

浅田先生、本日は卓話よろしくお願いします。山下良雄 

今日もよろしくお願いします。        仲文成 

今日から会員増強に皆でガンバりましょう。まずは２０ 

名を目指しましょう‼            山﨑晶弘 

 本日もよろしく。              大野弘 

 本日もよろしく！            小池和義 

 本日例会よろしくお願いします。          

中村隆雄 

 不陽気ですネ。体調に気を付けまし

ょう‼本日も御世話になります。                  

田中のり子 

 昼は冷房、夜は暖房の生活となり、

体調もアタマもおかしくなりそうです。

みなさまもお気をつけて。 浅田修司 

 本日よろしくお願い致します。          

秋元志津子 

 米国大リーガーの大谷選手が今期初ホームランを打っ 

たとの事です。人生のホームランを打てるようになりたい 

と思いながら現在努力不足です。今日もよろしくお願いし 

ます。                    坪井明 

 今日は遅参致しました。来週は欠席となります。どうぞ 

よろしくお願い致します。          菊地貴光 

 

 

 

■出席報告 坪井明会長エレクト 
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免除 
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19 名 1 名 12 名 4 名 1 名 76.5％ 


