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第 1171 回( 3 月 6 日)
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ

益子伸明会長
手に手つないで
古谷会員 石川会員

※出席報告
会員数
３１名

出席者数
３０名

出席率
96.43 ％

前回修正
96.15％

会長の時間
益子伸明会長
ＲＩ会長からのメッセージ
イアン H.S.ライズリー
2017-18 年度会長
ローターアクトが 1968 年に創設さ
れてから、今月で 50 年を迎えます。今回はローター
アクト特集として、世界中で変化をもたらすローターア
クターの活躍に注目してみましょう。
ローターアクト誕生から半世紀、世界は大きく変化し
ましたが、テクノロジーと情報社会の台頭、教育の普
及、インターネットの計り知れない衝撃にもっとも影響
を受けているのは若い世代です。ローターアクトの創
設時には、10 代 20 代の起業家や CEO というのは想
像もつかないものでした。
今日、若い世代にはかつてない実行力が備わってい
ます。ロータリーはこれまでになく、若い世代のアイデ
アや熱意を必要としているのです。
ロータリーは何年もの間、青少年と
若い社会人のプログラムを、価値が
高く実りの多いプログラムとしてでは
なく、単にロータリー入会へとつな
がる前段階として捉え、ローターア
クトの価値を見誤っていました。ロー
ターアクターは、ロータリーの奉仕
活動における真のパートナーです。

例会の記録

今日、ロータリークラブが存在する世界の国々で、1
万を超えるローターアクトクラブがあり、推定 25 万人
のローターアクターが活動しています。
彼（女）らのもちうるリソースを鑑みると、ローターアクト
が生み出す奉仕の影響力は目を見張るものがありま
す。平均的なロータリークラブと比べて自由に使える
資金ははるかに少なくとも、驚くべき活動成果をあげ
ています。エネルギーとビジョンをもって、ロータリーフ
ァミリーと地域社会に貢献しており、高い評価に値す
るものです。
しかし、ローターアクトを提唱しているロータリークラブ
は 27％で、この割合は長年あまり変動していません。
また、ロータリークラブに入会するローターアクターの
数はあまりにも少ないものです。ローターアクト 50 周
年を迎えた今、私は、ローターアクトクラブの提唱と既
存クラブとの関係強化を、すべてのロータリークラブに
呼びかけます。
定期的な合同会合を計画し、共同プロジェクトを企画
しましょう。手助けできることはないか尋ねるだけでな
く、どうすれば力を合わせて活動できるか検討するた
めに、ローターアクターに語りかけましょう。ローターア
クトとその会員のことを知りましょう。そして、入会を待
ち望んでいるロータリークラブがあるということを、すべ
てのローターアクターに確実に伝えましょう。
ローターアクトはこの半世紀、ロータリアンがロータリ
ーに見出すものと同じ、つまり地域社会との絆と奉仕
の意味を見つける術を青少年に教えてきました。ロー
ターアクターは、今日のロータリーを築く一端を担い
つつ、将来のロータリーへの架け橋となります。

幹事報告

浜野幹事

・『台湾東部地震に対する義援金のお願い』
・例会変更 所沢中央ＲＣ
・受贈会報 飯能ＲＣ

入会ｾﾚﾓﾆｰ

渡邉髙治会員

３月１日（木）より、狭山中央ＲＣ
の会員に狭山市上奥富で保険
代理業（有）マイオフィスを経営さ
れていらっしゃる渡邉髙治さんを
お迎えし、歓迎の意を込めまし
て、６日（火）例会にて入会セレ
モニーを執り行いました。
渡邉会員、ご入会おめでとうございます。

｢会員卓話｣･････
『法制審議会部会が、民法改
正案の要綱案取りまとめ』
佐々木 康 会員
相続法制の見直しを検討してい
る法制審議会（法相の諮問機関）
の部会が１６日、民法改正案の要
綱案を取りまとめた。来月の法制
審総会で上川陽子法相に答申さ
れる。民法の相続分野の大幅な見直しは１９８０年以
来、約４０年ぶり。
新設する居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲
渡や売買はできない。その評価額は、平均余命など
を基に算出され配偶者が高齢であるほど安くなること
が想定される。現行法でも配偶者が建物の所有権を
得て住み続けることができるが、建物の評価額が高額
の場合、他の相続財産を十分に取得できない恐れが
指摘されてきた。配偶者が居住権を得ることを選択す
れば、他の財産の取り分が実質的に増えると見込ま
れる。
例えば、現行法では、夫が死亡して、妻と一人息子
が家（評価額２０００万円）と現金など他の財産（３０００
万円）を相続する場合、遺産の取り分は原則２分の１
（２５００万円）ずつで、妻が家の所有権を得て相続す
ると現金などは５００万円しか得られない。これに対し
居住権の評価額は所有権より安くなり、その分、他の
財産を多く受け取れることになる。
また、現行法では生前贈与などがされた住居は被相
続人が遺言などで「住居は遺産に含まない」といった
意思表示をしていなければ、遺産分割の計算対象と
なる。そのため、要綱案は、婚姻期間が２０年以上で
あれば、配偶者が生前贈与などで得た住居は「遺産
とみなさない」という意思表示があったと推定する規定
を民法に加えることとした。

民法改正（相続分野）の要綱案の主なポイント
【配偶者の居住の保護】
配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有
の建物に住み続けることができる権利を創設し、遺産
相続の選択肢の一つとして取得できる
【遺産分割】
婚姻期間が２０年以上の夫婦であれば、配偶者が居
住用の不動産（土地・建物）を生前贈与したときは、そ
の不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみ
なさない
【遺言制度】
自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産
目録を作成できる。法務局が自筆証書遺言を保管す
る制度を創設する
【相続の効力】
遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、
登記をしなければ第三者に権利を主張できない
【相続人以外の貢献の考慮】
相続人以外の被相続人の親族（相続人の妻など）が
被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満た
せば相続人に金銭請求できる

益子君 渡邉様、入会おめでとうございます。これか
ら長い付き合いになると思います。本日の
佐々木会員の会員卓話、楽しみにしていま
した。宜しくお願いします。
浜野君 渡邉髙治様、狭山中央ＲＣに入会して頂き
大変嬉しいです。これから末永く宜しくお願
い致します。
東 君 渡邉髙治様、狭山中央ＲＣへようこそ！
江原君 佐々木会員、本日の会員卓話 楽しみにし
ております。宜しくお願い致します。そして、
何より嬉しい事があります。本日より当クラブ
の仲間入りをして下さった渡邉髙治様、今
後共宜しくお願い致します。共にロータリー
ライフを楽しみましょう。
古谷君 本日の佐々木様の卓話、楽しみにしておりま
す。
稲見君 今日、田中会員紹介の渡邉髙治会員ようこ
そ。狭山中央ＲＣに入会有難うございます。
宜しくお願いします。会員卓話の佐々木会
員、楽しみにしています。
小島君 佐々木会員、卓話楽しみにしていました。宜
しくお願い致します。渡邉髙治様、入会お
めでとうございます。ロータリーライフ楽しん
でください。
栗原（成）君 渡邉髙治様、ようこそ狭山中央ＲＣに。
入会されて嬉しく思います。私の家とのつな
がりがある様で、特別に親しみを覚えます。
松浦君 本日入会の渡邉様、おめでとうございます。
卓話の佐々木会員、楽しみにしていまし
た。宜しくお願い致します。
奥富君 新入会員 渡邉髙治会員、宜しくお願いしま
す。今日卓話 佐々木会員、宜しくお願い
します。
佐藤君 新入会の㈲マイオフィス社長 渡邉髙治様、
入会おめでとうございます。ワクワクドキドキ
楽しい狭山中央ロータリークラブへようこそ。
そして、本日の会員卓話 佐々木会員、楽
しみです。宜しくお願いします。
清水君 渡邉髙治様、クラブ入会おめでとうございま
す。本日の会員卓話 佐々木様 宜しくお願
い致します。
田中君 新会員 渡邉髙治様、宜しくお願いします。
会員誕生
結婚記念

小林君 片山君 浜野君 宮岡君
栗原(成)君 奥富君

◆次の例会
・３月２０日（火） 12:30～
第二副ＳＡＡ ： 菊田会員 小林会員
会 員 卓 話 ： 沼崎正徳会員
『長生きするための
７つの方法』

