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　　 歴史を担い、次世代へ

　いつの時代にも変革を求めて伝統にとらわれず新しき道を切り拓く人がいます。一
方では伝統を重んじ歴史を守る人もいます。前者が若者で後者が年配者といわれる事
がありますが決して年齢の問題ではなく、また一方的な立場でもなく、考え方と行動
のバランスのとり方の違いだと思います。そして、正しいかどうかではなく、お互い
が歴史的には、「創造」という役割と「継承」という役割を担っているのです。
　国にも、地域にも、また会社や団体にも、守るべき文化や伝統、美徳や倫理観があ
り、時代に合わせて変えていくべきルールや慣例、風土もあります。
　我が国や日本人にも長い歴史に培われて守り続けるべきものもあれば、変えていく
べきものもあります。しかし、64年前のあまりに大きな価値観の転換期には「変革」
ばかりが強調され、守るべきものが重視されなかったような気がします。守るべき何
かのために純粋に命を捧げ、次の世代に自分たちの夢を託した若者も多数存在したこ
とも語り継がねばならないでしょう。私個人も小・中・高校生の₃人の子の親として、
社会の中堅年代の者として、次の世代にバランスよく何を伝えていくべきか、よく考
えて話す機会が多くなりました。
　さて、ロータリークラブの活動やロータリアンとしての心構えや行動にも守るべき
ものと時代に合わせていくべきものがありそうです。個々がそれを判断するには正に
「温故知新」が必要だと思います。私自身は、まずロータリーの友₈月号の「基本知
識」とロータリー入門「2010〜11年版」に目を通しつつ、「故」をしっかり訪ねて行
こうと思います。また、先輩方々のお話も伺い歴史と伝統を担い次世代に引き継ぐ者
として、じっくり学び、じっくり実践しようと思います。幹事としても、ロータリア
ンとしてもまだまだ未熟な私ですが、皆様のご指導を受けながら自分を磨いて参りま
す。よろしくお願い申し上げます。

幹事　三　原　英　人
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例会記録

　第3030回例会　2010年８月３日（火）

出席会員　70（59）名中43名　出席率66.15％
前回訂正出席率82.61％

欠席会員　27名　秋山、土居、遠藤、原田、平
原、市川、柏原、勝見、河田、北村（忍）、
眞鍋、御木、森本（惇）、小川、下別府、関
（啓）、高須賀、田嶋、渡辺（基）、山本（克）、
山本（博）、吉田、（麻生、藤山、宮田、中住、
山内）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　中山　千晶（高松東RC）
ニコニコ箱
林　純之介	 ・猛暑の中、皆さま呉々も健康に

　お気をつけ下さい。
	 ・佐藤先生卓話よろしくお願いし

　ます。
田代　信吾	 先週例会後、ロータリーの友を頂

き、職場でパラパラと見ておりま
すと“松山RC	田代信吾”という
のを見つけました。赤面の至りで
す。

米山　徹太	 山本先生のアメリカ行脚の無事を
祈って。

玉置　　泰	 亀井ガバナー、今朝の愛媛新聞見
ました。後11ヶ月です。頑張って
下さい。

石橋　和典	 考古会の皆様、土曜日は大変楽し
かったです。関宏康さん、勝見先
生、ご協力、ご参加誠にありがと
うございました。

伊賀上久幸	 ₇月度のGコンペに初参加させて
頂きました。猛暑の中、無事倒れ
る事なくラウンドできました。又、
次回にもチャレンジしたいと思い
ます。

木村　敏久	（会員誕生祝）先日のコンペ参加
させていただき、ありがとうござ
いました。ニアピンをとりました
ので、ニコニコ致します。

河内　広志	 結城さん、社長就任おめでとうご

ざいます。又、先日は大変ありが
とうございました。

佐々木　淳	 来週社用で出席できないので中旬
までに初メーキャップします。

江田　和彦	 暑い。
坂本　康真	（会員誕生祝）バッジ忘れました。
渡部　浩三	（会員誕生祝）
山本　泰正	（会員誕生祝）誕生月です（67歳

です）。
結城　　旬	（会員誕生祝）
川瀬　文隆	（ご夫人誕生祝）
工藤　文裕	（ご夫人誕生祝）佐藤先生、よろ

しくお願いします。
（なんとなくニコニコ）五味、清田、森本（三）
早　退　　二神

卓　話　「初期ロータリーの歩み」
佐藤　昭美　会員

　1905年₂月23日、ポール・ハリスが₃人の友
人と共に親睦を目的にしたロータリークラブ
が誕生して10年の間に例会活動の基本が出来た
が、その間にクラブ名、役員の任命、バッジの
制定、卓話の慣例、会合の時間厳守、理事会の
先議権、ロータリーソング、そして各事業所で
の例会、更に会食の習慣からホテルでの例会へ、
そして家族会と親睦を推進するための慣習を決
めている。そしてシカゴ市内での公衆便所に始
まる対外奉仕へと発展、1908年にシェルドンが
入会して、商取引では売り手買い手の双方が満
足するものでなければならないと、人のためを
考え行動する「サービス」概念を提唱、綱領に
織り込み、「奉仕に徹する者に最大の利益あり」
の標語を採択、一方、コリンズの「奉仕だ、自
己ではない」も採択したが、自己否定が強すぎ
るとして後年「自己に優先する奉仕」に改めら
れ、金銭獲得を目的とする基盤にサービスを置
く「実業倫理主義」を謳うことになった。
　そうした中にあってロータリーの理念を簡単
に表現すべきであると1915年に「全職業人を対
象にする職業倫理訓」が採択され、個人の倫理
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例会記録

　第3031回例会　2010年８月10日（火）

出席会員　70（59）名中47名　出席率71.21％
前回訂正出席率85.51％

欠席会員　23名　秋山、浅井、遠藤、原田、石
橋、泉川、北村（一）、木村、河内、御木、
佐々木、下別府、鈴木、高岡、高須賀、田
嶋、浦岡、山本（克）、山本（博）（麻生、藤
山、宮田、関（宏））

ニコニコ箱
高橋　伸定	 本日、卓話をさせて頂きます。よ

ろしくお願いいたします。
二神　良昌	 高橋さん、卓話頑張ってください。

彼は決して右翼ではありません。
ただの軍事マニアです。念の為。

亀井　義弘	 G公式訪問を12RC終了しました。
林　純之介	 サマースクールが無事終わりまし

た。皆様のご協力ありがとうござ
いました。

北村　　忍	 先日（₄日〜₈日）のサマースクー
ルに多数の会員の方々にご参加頂
き誠にありがとうございました。

伊賀上久幸	 ₈/₇サマースクール最終日に参
加させて頂きました。体はついて
いけませんが、心は少年時代に少
し戻れたひとときでした。

米山　徹太	 ₁、サマースクールお疲れ様でし
た。

	 ₂、初めてイーグルを取りました。
眞鍋　次男	 先日のゴルフ会大変お世話になり

ました。また暑い中ごくろう様で

した。
玉置　　泰	 本日の地区大会実行委員会、メン

バーの方宜しくお願いします。
五味　久枝	 バッジを忘れました。連日、野球

拳おどりの練習疲れでボーっとし
ているせいかもしれません。申し
訳ありませんでした。

平原　立志	（会員誕生祝）松山全日空ホテル
₃階AVAに「東急ハンズ」が四
国で初めてオープンしました。

児玉　義史	（会員誕生祝）先週間に合いませ
んでしたので。

坂本　康真	（会員誕生祝）
中住　義晴	（会員誕生祝）おかげ様で81歳に

なりました。今年中にあと₃回は
エイジシュートを狙います。

（なんとなくニコニコ）河田、清田、森本（惇）、
小川

早　退　　関（啓）

卓　話　「J SDFについて」
高橋　伸定　会員

　J	SDF＝Japan	Self	Defence	Force（自衛隊）
即応予備自衛官制度の御紹介
　即応予備自衛官制度（陸上自衛隊）とは、
1997年（平成₉年）に創設された官職および制
度であり国家の緊急事態に当たっては大きな防
衛力が必要ですが、その防衛力を日頃から保持
する事は非効率的であり、普段は必要最小限の

の確立を図り、自由競争の中にあって協調の原
則が同時に可能と考えるようになった。ところ
が、この倫理訓は11条と長く宗教色が強いため、
1954年、RI会長になったハーバート・テイラー
の「₄つのテスト」が指針として解りやすく便
利だということで今日広く用いられている。
　アーサー・F・シェルドンは「ロータリーの

哲人」といわれ、ロータリーの奉仕哲学の基本
を確立したが、奉仕の実践を強制する余り、親
睦派に嫌われ、途中で退会している。一方、チェ
スレー・ペリーは組織管理に優れ、全米RC連
合会、更にRIを結成、事務総長を32年務めた。
ポール・ハリスがロータリーの設計者とすれば、
ペリーはロータリーの建設者と称されている。
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例会記録

防衛力（常備自衛官）で対応し、いざという時
に急速に集める事が出来る予備の防衛力が必要
とされるため多くの国でもこの制度が取り入れ
られている様です。
　そこで、陸上自衛隊OBが非常勤の特別国家
公務員として、普段は社会人としてそれぞれの
職業に従事し企業の一員となって勤務しつつ、
指定された部隊で年間30日間の訓練に参加し、
いざという時には速やかに出頭し自衛官として
我が国の防衛に貢献し、また災害救援等で社会
に貢献する制度です。
　当然その代償として即応予備自衛官を雇用す
る企業の負担等に対応するために即応予備自衛
官雇用企業給付金制度が設けられており年間一
定額の給付が企業及び即応予備自衛官本人に給
付される仕組みになっています。

　支給要件
₁．即応予備自衛官との間に次のいずれにも該

当する雇用関係を有しています。
　　・₁週間の所定労働時間が30時間であるこ

　と
　　・₁年以上引き続き雇用される事が見込ま

　れること
₂．即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集

に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いを
する等の措置を講ずる事によって人事考査
上、不利益な取扱をしないこと

₃．即応予備自衛官を雇用する企業等内におい
て即応予備自衛官制度等の周知に努める事

となっています。尚、海上、航空自衛隊には同
制度は存在いたしません。

　第3032回例会　2010年８月24日（火）

出席会員　70（59）名中54名　出席率81.82％
前回訂正出席率94.29％

欠席会員　16名　二神、柏原、北村（忍）、木村、
御木、森本（惇）、名本、大森、鈴木、高須
賀、田嶋、津田（麻生、亀井、松岡、宮田）

ビジター　₂名　鍛冶　一秋（松戸東RC）
　　　　　　　　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
結城　　旬	 卓話よろしくお願いいたします。

皆さんの食後のお耳障りにならな
いようできるだけ努めます。

五味　久枝	 結城さん、卓話楽しみにしていま
す。「お葬式はいらない」という
本を読みました。

河内　広志	 結城さん、直葬が増え続けるのも
さみしいですね！　卓話、楽しみ
にしています。

山本　克司	 2670地区短期交換留学のリーダー
として₇月30日から₈月19日まで
アメリカニュージャージー 7470
地区と素晴らしい交流ができまし

た。
佐藤　昭美	 山本克司先生、短期交換学生派遣

のリーダーという大役をつとめら
れ見事国際親善の実を挙げられ、
誠におめでとうございます。そし
てお疲れ様でした。

西村　真也	 山本克司先生、短期交換リーダー
ご苦労様でした。

米山　徹太	 山本先生、アメリカへの留学生引
率、お疲れ様でした。

眞鍋　次男	 安芸へのガバナー公式訪問随行、
勉強になりました。

玉置　　泰	 今日も地区大会実行委員会の皆さ
ん、よろしくお願いします。

工藤　文裕	 林さん、三原さん、佐々木さん、
吉田さん、昨日はどうもありがと
うございました。

三原　英人	 林会長、昨晩はありがとうござい
ました。

浦岡　正義	 先日エレベーターの中で行き先を
押さずあとから入ってきた人に怪
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しまれました。熱中症で頭が乾燥
してしまわないよう心がけます。

伊賀上久幸	 夏バテしないようにニコニコして
頑張ります。

渡部　浩三	 各テーブルにチラシを配りまし
た。「今後の治水・利水のあり方」
学術講演会のおさそいです。水問
題に関心のある方是非どうぞ！

佐々木　淳	 申し訳ありません。入会して間も
ないのにバッジ忘れをしてしまい
ました。以後気をつけます。

秋山　　修	 ₈月前半お休み続きでしたので。
下別府俊也	 ご夫人誕生祝
（なんとなくニコニコ）林、清田、小川、渡辺（基）、

山本（泰）、吉田
早　退　　河田、関（啓）

卓　話　「お葬式は要らない⁉」
結城　　旬　会員

　葬送をとりまく環境は大きく変化していま
す。高齢化社会、核家族化、コミュニティーの
希薄化、格差社会などなど日本の時代背景と情
報流通があいまって、お葬式は多様化時代へ突
入しました。
　そんな今だから大事なことは葬儀の意義や役

割を確認することだと考えます。

①　ご遺体の尊厳をお守りするためにおこなわ
れる美装、湯灌、火葬（物理的役割）

②　故人の霊をあの世へおさめる読経、引導な
ど宗教的儀式（文化、宗教的役割）

③　故人を亡くしたことによって起こるご遺
族、ご親族の心の衝撃を表出して新たな生
活へ踏み出すためのお別れの時間（心理的
役割）

④　故人がご縁をつながれたたくさんのみなさ
んにお別れをご報告し、感謝するための告
別式やお別れの会（社会的役割）

　これらの役割にもとづいて行われてきたさま
ざまな儀式がセットメニューからオーダーメイ
ドへ変化するのもそう遠い将来の話ではありま
せん。
　いずれにしてもその選択は、われわれ送り手
側からお客様の手へと移行していくことでしょ
う。
　我々に求められていることは、それぞれのお
客様のオーダーメイドをしっかり仕立て上げる
ための、質量豊富な準備にかかっています。

例会記録

　第3033回例会　2010年８月31日（火）

出席会員　70（59）名中46名　出席率70.77％
前回訂正出席率88.41％

欠席会員　24名　江田、二神、五味、浜田、伊
賀上、市川、北村（忍）、児玉、御木、森本
（惇）、森本（三）、佐々木、白石、鈴木、高
須賀、田嶋、津田、渡部（浩）、山本（克）（麻
生、藤山、亀井、宮田、山内）

ビジター　₂名　森　　賢司（くずはRC）
　　　　　　　　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
米山　徹朗	 メーキャップ代として。

林　純之介	 くずはロータリークラブの森様、
充分時間が取れなくて申し訳ござ
いません。今治で展覧会のご盛会
をお祈りします。

下別府俊也	 拙い卓話ですが、よろしくお願い
します。

河内　広志	 下別府さん、先週に引き続き関連
のある話、楽しみにしております。

玉置　　泰	 長男	剛（つよし）が28日結婚式
を挙げました！

浜田　修一	 先日の当クラブゴルフコンペで優
松山西RC
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勝いたしました。ありがとうござ
いました。

西村　真也	 米山様、石橋様、先日は息子の演
奏会に来ていただき有難うござい
ました。

米山　徹太	 西村先生、素敵な演奏会でした。
北村　一明	 バッジ忘れました。
河田　正道	（会員誕生祝）₈月は誕生月でし

た。お祝いありがとうございまし
た。

柏原　康弘	（ご夫人誕生祝）₈月24日妻の誕
生日祝ってニコニコします。

（なんとなくニコニコ）秋山、平原、清田、大森、
小川

早　退　　土居、川瀬

卓　話　「遺言なんて要らない？
～遺言は家族への優しい思いやり～」

下別府　俊也　会員
　「遺言」と言うと、ロータリアンの皆様にお
かれましては年齢的に「自ら書く立場の方」、
或いは「そろそろ父親に書いておいて欲しいと
思っておられる方」がいらっしゃるかと思いま
すが、いずれにしても「遺言＝死後の準備」と
いった感じの、どうしてもネガティヴなイメー
ジが先行しがちで、「遺書を書くみたいでイヤ」
とか、或いは父親に勧めるのは「遺書を書かせ
るみたいで気が引ける」といったお話を聞くこ
ともしばしばです。確かに自らの死を前提にし
た準備であることは事実であり、そういう意味
では「遺言なんて要らない」と敬遠されるのも
分かりますが、一方で最近「遺言」を書かれる
方が増えてきているのも事実です。本日はサブ
タイトルにもある通り「遺言は家族への優しい
思いやり」という点を意識しながら「遺言」に
ついて、なるべく暗くならないようにお話しし
たいと思います。

〈遺言と遺書は違います〉
・遺書＝死んでいく為のもの。
・遺言＝残りの人生を豊かに生きるためのも
の、家族への思いやりを込めた「財産処理意

志表明書」（遺言は英語で「will」）。
〈遺産相続手続きの優先順位〉
①遺言あり→遺言に従い即時相続。
②遺言なし→法定相続人間で遺産分割協議。
③分割協議不成立→調停へ。
〈相続が争族に〉
　年間死亡者数114万人（内70歳以上86万人）
の内、約16万件が家裁に相談、₁万件が調停へ。
〈遺産分割協議は結構大変〉
・欲望のぶつかり合い。
・法定相続分通りの配分が必ずしも平等とは限
らない（親の面倒を見た長男と親不孝の次男）
・全員合意取付の物理的弊害（相続人の遠隔地
居住、所在不明、認知症等）。etc
⇒遺言さえあれば問題なし＝「遺言は家族の負
担を大幅軽減」＝「遺言は家族への優しい思い
やり」。

〈法定相続分と遺留分〉
・配偶者と子供：₁／₂、₁／₂
・配偶者と親　：₂／₃、₁／₃
・配偶者と兄弟：₃／₄、₁／₄
・遺留分とは法定相続人の為の最低保証相続割
合（兄弟にはない）。

〈遺言を書いておけば〉
・法定相続分＜遺言＜遺留分。
・遺留分を侵害する内容の場合、遺留分を侵害
された相続人がそのことを知った日から₁年
以内に減殺請求をすれば遺言の内容が担保さ
れないことになる可能性があるので要注意。

〈遺言作成適齢期？〉
・日本人の平均寿命：男性79歳、女性86歳
・遺言作成時平均年齢（住友信託顧客）：72歳
　⇒意外と早めに作成されている。
・遺言は15歳以上であれば作成可能。
・「死ぬ間際で良い」は誤解（∵不慮の事故、
痴呆進展の可能性）。
・作成後の訂正、書き直しはいつでも可能。
〈どんな方が遺言を作成されているか？〉
・相続人間が不仲で揉めることを危惧している
方。
・自分に貢献してくれた人に手厚く財産を上げ
たい方。

例会記録
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・「アイツには財産を上げたくない」と思う相
続人がいる方。
・事業を特定の子供に継がせたい方。
・特に支えてやりたい子供がいる方。
・不動産が多い方。
・公益活動や寄付等社会に役立てたい方。
〈遺言の種類〉
・いくつかあるが「自筆証書遺言」と「公正証
書遺言」が世の中の遺言の大半を占めている。

〈自筆証書遺言と公正証書遺言の違い〉

書く人 証人 費用 保管

滅 失、
改ざん、
不発見
リスク

法的要件
欠如（無
言無効）
リスク

自筆 本人自筆 不要 無 本人 有 有
公正 公証人 ₂名以上 有 公証役場 無 無
⇒費用は遺産総額と相続人の数で決定。概算で
は、資産１億で10万〜 20万、10億で30万〜
40万が目安。最近は「費用はかかるが安全性、
執行の確実性が高い」と言う点で公正証書遺
言の数が増加傾向。

〈遺言活用事例①：事業を特定の子供に継がせ
たい方〉

（前提）
・妻とは離婚、息子₂人、次男に事業を承継し
たい。
・資産は、自宅（₃億）、別荘（₁億）、その他
不動産（₁億）、預貯金（₂億）、自社株（�
億）／計12億。

⇒遺言がなければ法定相続分の�億ずつとなる
が、スムースな事業承継を図るために、遺言
によって「自社株全部（�億）＋それ見合い
の相続税納税資金として預貯金₂億＝₇億」
を次男に、残りの不動産�億を長男に、とい
う配分が可能になるというケース。

〈遺言活用事例②：お子様のいらっしゃらない
ご夫婦〉

（前提）
・子供なし、法定相続人は妻と姉、弟、甥、姪
各₁名。
・夫婦で営々と築いてきた財産なので当然全て
妻のものになるであろうと思っている。
⇒遺言がなければ姉、弟、甥、姪₄名の同意
（遺産分割協議）が必要だが、「全財産を妻に」
という内容の遺言を残しておけば協議は不要
（∵兄弟には遺留分なし）。

〈最後に〉
　本日お話しした内容は遺言に関するごく一部
ではありますが、何となくでも「遺言の意義」
についてイメージして頂けたとしたら幸いで
す。
　最後になりますが、「遺言は家族への優しい
思いやり」であり、早めに対策を講じられた上
で心にゆとりのある楽しい人生をお過ごしいた
だけたらと思います。
　ご清聴有難うございました。
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理事会報告

₈月₃日㈫
①　2010〜11年度　予算書の件　承認。（決算
書も後日確認することとする）
②　道後RC20周年記念式典お祝い金の件（松
山RC60周年時：10,000円、70周年時：20,000
円いただいておりました。）20,000円拠出　
承認。
③　（事後報告）ガバナー事務所よりキャンプ
メリーハート寄付の件（締め切りが₇月末
だった為、林会長に確認の上、10,000円寄付

平成22年₈月度理事会決議事項

する旨連絡済。スマイルボックスより拠出）
承認。
④　ガバナー事務所よりタイ3350地区簡易水
浄化装置寄贈の件（スマイルボックスより
50,000円拠出）　承認。
⑤　₉/₄（土）米山協議会・懇談会登録料の
件（出欠に関係なく、20,000円必要です。各
種会合派遣費より拠出）　承認。
⑥　国際交流基金・周年記念準備会計の口座名
義変更の件（現会長名に変更）　承認。

例会記録

　ぼくは、₈月₄日から₇日までの₄日間、サマースクールに参加しました。
　₁日目は、木材を使ってCDラックを作りました。
　₂日目は、花の寄せ植えで、初めにばいよう土を作って草花と野菜の苗を₂つのプラ
ンターに植えました。ぼくは、日々草とトレニア、千日紅、そしてミニトマトとミニニ
ンジンの種を植えました。
　₃日目は、こん虫採集をしてこん虫の博物館に行きました。色々な虫が標本してあり、
すごい数でおどろきました。
　最後の日には、川遊びに行ってみんなでバーベキューをしました。何人かの友達もで
きて楽しかったです。
　₄日間、いろいろな体験をしてたくさんのことを学んで知ることができました。いい
思い出が出来てよかったです。
　また機会があったら参加してみたいです。

サマースクールに参加して
佐伯　恭浩（久米小₄年）
正岡　拓朗（　同　₅年）
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ご意見・ご要望があればお寄せください。

ホームページURL　http://www1.ocn.ne.jp/ 〜mrc/

会員数 出席会員数 欠席会員数 当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数
₃日 70（59） 43 27 66.15％ 14 82.61％ 1
10日 70（59） 47 23 71.21％ 12 85.51％ 0
24日 70（59） 54 16 81.82％ 12 94.29％ 2
31日 70（59） 46 24 70.77％ 15 88.41％ 2
平均 70（59） 47.5 22.5 72.49％ 13.3 87.71％ 1.3

例会日 区分

８月中の出席報告

クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　８月例会

平成22年₈月29日（日）
於： 松山ゴルフクラブ川内コース

参加者　江田、浜田、名本、佐々木、関（啓）、渡部（浩）、
米山、尾山　勇（松山南RC）　計₈名

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 浜田　修一 45 46 91 27.0 64.0

準優勝 名本二六雄 46 46 92 24.0 68.0

₃　位 佐々木　淳 51 42 93 21.0 72.0

８月のお祝い

誕生祝　以下11名　山本（泰）（₂日）、児玉（₃日）、
河田（₄日）、木村（�日）、結城（10日）、中
住（11日）、渡部（浩）（12日）、西村（15日）、
平原（17日）、坂本（17日）、石橋（23日）

結婚祝　以下₁名　御木（28日）
創業祝　以下₂名　西村（₁日）、江田（₁日）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
₁．会員名簿
₁．クラブ計画書
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