
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

  

  

高槻ロータリークラブ 
２０１６～２０１７ 

WEEKLY BULLETIN 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 藤井敏雄 幹事 入谷治夫 クラブ運営委員長 小阪大輔 会報担当副委員長 山室匡史 

 

◎国 歌････君が代 

◎ソング････奉仕の理想 

◎誕生、結婚、入会記念月御祝 

◎創業記念月御祝 

◎委員長会議報告 

  国際奉仕  浜田 厚男君 

  ｲﾝﾀｰｱｸﾄ   内本 繁 君 

  職業奉仕  入谷 治夫君 

◎例会後の行事 4 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3067 回 本日（4/5）の例会 

（  ）の例会 

 

移動例会 

   観桜会 

   於：奈良公園／春日大社・東大寺 

               自由散策 

   例会：於／菊水楼 

◎ソング････四つのテスト 

◎例会後の行事 

  観桜家族親睦会 

◎閉会ソング････手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3068 回 次週（4/12）の例会 

No.34 2017 年 4 月 5 日 発行 

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長 

 

 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 30 名 66.67 ％ 

前々回例会補正後出席率   100 ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者  4  名 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

４月は母子健康月間 

人類に奉仕するロータリー  ROTARY SERVING HUMANITY 

 
       ４月度 記念月御祝 

 

 ◎誕生記念 

   生駒 俊雄君   内本 繁 君 

   早川 博之君   大木 城司君 

 ◎結婚記念 

   山口 誠 ・紀代子御夫妻    49 周年 

   橋本 憲治・佳世 御夫妻    19 周年 

 ◎入会記念 

   清水 利男君          26 周年 

   浜田 厚男君          13 周年 

   石田 佳弘君           6 周年 

   古川 大介君           5 周年 

   深野 裕一君           1 周年 

創業記念月御祝 

 馬渕 晴彦君  東洋ガラス㈱ 

   M.21.4       129 周年 

小阪 大輔君  ㈱小阪工務店 

    T.4.4.4       102 周年 

 川脇 健 君  北おおさか信用金庫 

         T.14.4.17       92 周年 

 小山 彰夫君  ㈱コヤマカンパニー 

         S.9.4.1        83 周年 

 坂野 信一君  ㈱もりもと 

         S.11.4.5              81 周年 

 波々伯部廣行君 ㈱高槻モータース 

         S.26.4.15             66 周年 

 岩井 祐造君  ㈱イワイ 

         S38.4.1              54 周年 

 丸山 俊郎君  丸山眼科医院 

         S.60.4.1           32 周年 

mailto:takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・大阪堂島 RCより例会変更のお知らせが届いており
ます。 

 

先週（3/22）の例会から 

◎会長の時間 

「奉仕の理念」 
ご存知のように、ロータリーには 2 つの奉仕理念があ

ります。 
ひとつは職業奉仕の理念です。会員はその職業を全う

しようとする時、高い倫理観を持って臨むという事で
す。すなわち、「もっともよく奉仕するもの、最も報い
られる。」という実践哲学に裏付けされた理念です。こ
れがあるからこそ、ロータリークラブの存在感は他の奉
仕クラブ比べて大きくまた尊敬の念をもって接してい
ただけるのだと思います。 
2 つ目は人道的奉仕活動の理念です。すなわち、「他

人のことを思いやり、他人のために尽くす」という事で
す。昨年、高槻高校にご挨拶に行きました時、ボランテ
ィアクラブの例会を見学させていただきました。その
時、田中先生は、ボランティア活動について「気づきと
実践」という意味の事を指導しておられました。 
例えば、「廊下を歩いていてドアの開閉が難しくなっ

ていたら、早く直すべく行動を起こす。そうすれば、他
の人が苦労しなくても済む。」私は、ロータリーでいう
奉仕活動の意味と何ら変わらないと思いました。難しく
考えることはありません。 
ロータリーで使う「奉仕」は、英語では Service と表

わされています。適切な日本語訳がなく奉仕という言葉
が使われているとのことです。とかく日本人は、何かに
取り組もうとする時、精神的な意味合いを求めます。「道
を極める」などは、その典型です。確かに Serviceとい
う英語は、神にささげるという意味があり、職業もロー
タリー用語では Vocationを使い、神職、天職という意
味合いの強いものです。しかし、英語の Service は、も
っと身近な言葉として使われています。医療は Medical 
Service、弁護士さんの相談することを、Legal Service 
を受けるといいます。あまり難しい議論より、実践的に
とらえるのが良いと思います。しいて言えば、ベースに
善意というものがあって、奉仕を行う側と受ける側の心
が通うというか、絆が生まれる事が重要と思っていま
す。 
ロータリーで奉仕についてお話しするとき、「決議 23

－34」と「四つのテスト」について語らねばなりません。
来月はこれらの事について私の考えるところを話した
いと思います。最後になりましたが、高槻高校の皆さん
ともっと密に交流していきたいと思っています。  
どうかよろしくお願いします。 

◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会          内本  繁 

 2017 年春の RYLA セミナーのご案内が、ホストク
ラブの池田くればロータリークラブより届いており
ますので、皆様のポケットに入れております。ご参
加下さいますようお願いいたします。 

 日 程：2017 年 5 月 3 日（水・祝）～5 日（金・祝） 

 場 所：不死王閣 

     〒563-8585 

      池田市伏尾町 128-1 

       TEL 072-751-3540 

 定 員：40 名 

 申込期限：2017 年 4 月 8 日（土） 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター           計  名 

  

 

◎ゲスト・ビジター           計 5 名 

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

顧 問  田中敏博 先生 

会 長  安部政俊 君 

長島拓海  君 

中川耕介 君 

  高槻東 RC 幹事 浜田 篤介様  廃棄物処理業   

  

 

 

早川 博之君  日本たばこ産業㈱医薬総合研究所 

   S.60.4.1       32 周年 

上村富美男君  ㈱生命誌研究館 

    H.5.4.1       24 周年 

  清水 利男君  大阪経営イノベーションオフィス 

         H.20.4.1             9 周年 

 朝倉 通憲君  元公証人         

H.23.4.1            6 周年 

 佐々木隆幸君  SMBC 日興証券㈱ 

          H.23.4.1      6 周年 

◎卓話   

高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

     「2016 年度活動報告と今後の予定」 
ボランティア活動支援センター 年間報告 
1．人員 
  センター長…田中敏 

 生徒会指導部･･･松本悠 加藤  
人権指導部････後藤  
国際教養部････畠山 

  事 務 部････佐塚 
2.業務内容 
① ボランティア委員会への指導･助言 

委員会の生徒は隔週火曜日に定例会を行ってい 
る。 
2016年は奥西篤紀(高 2)、2017年は安部政俊 
(高 1)が代表｡現在委員会所属 32 名。 

                 （別表参照） 
委員会主導で企画された主な行事 

   クリーンハイク(5月 29 日） 
   文化祭における展示(9 月～10月）      

森林間伐ボランティア(2017 年 3月 30～31 日） 
② 日本赤十字社との連携 
  本年度、日本赤十字社大阪府支部の指導者協議会 

の役員として会議に出席した。 
   夏期休暇中､春期休暇中の宿泊研修での指導者、8 

月の指導者養成講習会の指導者として 宿泊研修 
に参加した。 

  生徒の引率は主に高校生メンバー連絡協議会(年 3
回)をはじめ､別表 2に記載の通り。 

③ロータリークラブとの連携 
    ボランティア委員会は､昨年度より､第 2660地区イ 

ンターアクトクラプに認証された。 
   主な行事は新入生歓迎会､海外研修､年次大会､年 

次報告誌の作製。 
 来年度は本校が年次報告誌の当番校となる。 
  年に 4回行われる合同顧問会議に参加し､活動報告
を行うとともに､スポンサークラブである 高槻ロ
ータリークラブの例会にも各学期 1 度ずつ参加し
た。 

④ 大阪医科大学との連携 
   夏期休暇中の大阪医科大学でのボランティア活動 

実施が実現した。 
  受付･誘導のボランティア活動を 13名が体験した 

が､生徒の感想､大阪医科大学担当者からの印象も 
おおむね良好であった。 

⑤ 学校独自のボランティア企画の立案と募集､実施 
  本年度は大阪マラソンでのボランティア活動に登

録し､中高合わせて 22 名の生徒､5名の教員が大阪
マラソンの運営に携わった｡大きなイベントのスタ
ッフとなる貴重な体験であったと思う。 
来年度も是非参加したい。 

 
 

先々週（3/22）の例会から 



 

  



 

  



 

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の 2種類が
あります。 
1、法定後見制度（後見、補助、補佐） 
 （程度によって補助、補佐を利用） 
 ア、日常生活において必要な買い物が一人でできない。 
 イ、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長等が後見人

の候補者を決めて家庭裁判所に申立てする。 
 ウ、裁判所は後見を開始してよいかどうか審査して、必 

要と認めると成年後見人を選任する 
 エ、東京法務局にその旨が登記されます 
2、任意後見制度 
 ア、 今は元気で何でも決められるけど、将来は認知症

になった時のことが心配だ 
   現時点で判断能力に問題ない方のみ利用できます。 
 イ、本人の希望する人（家族、友人、弁護士、司法書士

等の専門家）と委任後見契約を締結。（法定後見人と
違って信頼する人を自分で決めることが出来ます｡） 

     公証人役場で公正証書を作成します。 
東京法務局にその旨が登記されます。 

 ウ、少し認知症の症状がみられるようになった。 
エ、家庭裁判所に申立てをする。 

    家庭裁判所が選任した任意監督人が任意後見人の
仕事をチェックします。 

オ、任意後見人が任意契約で定められた仕事（財産の管
理などをおこないます)。 

どちらにしても、元気なうちに資産管理や後見人につい
て準備しておく方が柔軟に対応することが出来るので、
皆様も出来る限り元気なうちに後見人について考えてお
くことがいいと思われます。 

ここまでは成年後見制度についてざっと説明させていただ
きましたが、これから実際に起こった成年後見人について
困ったことをお話しいたします。 
 
1，長男が母親の青年後見人に選任され自宅を売却しまし
た。 

 かなり高額な売買代金が入りましたから、親のものはい
ずれは子供のものだからと思い兄弟 5人で分けて使って
しまいました。 

 ところが 1年後裁判所から、報告書の提出を命じられは
じめて被後見人の財産は被後見人の為にだけにしか使え
ないことを知り大慌てしました。 

 
2，姉の後見人に当時 60代後半の妹が選任され､6～7年経過
して妹もだんだん判断能力が衰えてきて、姉のお金を何
に使ったかわからなくなり、新たな後見人が選任されま
したが、いまだに高額なお金の行き先がわからないまま
です。 

 
3，会社を経営する父親が相続争いの無いようにと遺言を残
していました。 

 会社の後継者の長男には事業を継続できるように会社の
不動産を、妹には現金を相続させました。 

 妹は若年性の認知症で成年後見人に弁護士が選任されて
いました。 

 税理士の指摘で死亡した父親は会社に億単位の貸付金が
あるのがわかりました。父親もそれを見落としていたの
で相続財産がかなり高額になりました。後見人の弁護士
から高額の遺留分を請求され、支払いの為、会社の土地
の一部を売却することになりました。 

 妹に判断能力があれば、遺言書どうり解決できたのでは
と思います。 

 
成年後見人は被成年後見人の全ての預金を管理しますの

で､銀行預金は成年後見人でなければ下せなくなります。親
からチョットお小遣いをなんてはできません。 
皆様もこんな例があることを参考に、成年後見人になる

とき、身近な方が成年後見人を選任するときの参考に役立
てていただけたらと思います。 

 
 

◎卓話   

「成年後見制度について」   羽根田 茂子 
 昭和 47年に有吉佐和子の小説「悦惚の人」が当時ベスト
セラーになりました。読まれた方もいらしやると思います
が、正常でない高齢者の話は私も若かかったですし、他人
事としか思えませんでした。 
世間にはこんなことがあるのかと将来の老後に不安を感

じながらも切実にはとらえてなかったように思います。 
あれから 46 年今や日本は高齢化社会が急速に進んでい

ます。 
 総務省の統計の 2014年の統計によりますと 65歳以上高
齢者の人口が 3296万人（総人口の 25.9％）75歳以上が 1590
万人（12.5％）となり、いずれも過去最高となります。国
立社会保障、人口問題研究所の予測によりますと、65歳以
上の高齢者の割合は 24年に 30％を突破し、35年には
33.4％になると言われています。 
元気な高齢者が増えることは大変喜ばしい事ですが、厚

生労働省の発表では認知症高齢者の数は 2012年の時点で
全国で 462万人と推定され、約 10年後は 1，5倍に増え、
2025年には 700万人、65歳以上の 5人に一人が認知症にな
ると推計値を発表しました。 
 認知症を患いますと判断能力が著しく衰え財産や身上監
護について多くの不安を抱えています。現実に、その財産
をめぐってさまざまな争いや不正、犯罪が頻発しています。
判断能力がなければ契約等の法律行為を行うことが出来ま
せん。 
 そこで今回お話しさせていただく成年後見制度が施行さ
れるまでは、そういった方を保護するため禁治産、準禁治
産制度として民法に定められていました。しかし、これを
利用すると戸籍に記載され、末代まで記載が残りますし、
またその手続きも面倒で費用も高額になるため、ほとんど
利用されませんでした。 
このため民法改正により、2000年 4月 1日から後見， 

保佐、補助という新しい成年後見制度が施行されること
になりました。 
 成年後見制度は精神上の障害（知的障害、精神障害、認
知症など）により判断能力が十分でない方が不利益を受けな
いように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれ
る人を付けてもらう制度です。 
 たとえば一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に編され 

て高額な商品を買わされてしまうなどの被害にあわないよ
うに判断能力の衰えた人を守るための制度です。 
 私は仕事の関係で不動産の売買や相続など高額なお金が
動く場面に立ち会うことが多くあります。 
そんな時一番に確認することは、本人に間違いないか（本

人確認)、本人が理解しているか（意思確認）です。 
そして本人がよく理解していないときはこの制度を利用

して成年後見人を選任してもらい本人に代わって契約をし
たり、金銭の授受を行います。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・本日は思いがけず成行きでの例会参加となりましたが 
いろいろと参考になりました。ありがとうございま
す。                高槻東 RC 浜田篤介様 

・高槻中学・高校 IACの田中先生他インターアクターの
皆様、ようこそいらっしゃいました。卓話いただきあ
りがとうございました。            朝倉君 

・高槻高校 IACの皆さん、これからもご検討をお祈りい
たします。                藤井君 

・高槻中学高等学校 IACの皆様、活動報告をありがとう
ございました。浜田様、ようこそおいでくださいまし
た。ありがとうございました。       藤田君 
・卓話を聞いて頂きましてありがとうございます。 
                     羽根田君 
・高槻高校ボランティア委員会の皆さん、これからます
ますの活動に期待しています。       片山君 
・高槻 IAC の田中先生とメンバーをお迎えして･･･これ
からの活躍を楽しみにしております。    内本君 

 

        本日の合計  ￥  32,000- 
    ブキビンタン RCより  ￥  105,000-(3/6) 

      7/1よりの累計   ￥2,003,000– 

 

◎R 財団への寄付 

 藤田 貴子君 ￥2,500- 片山美智子君 ￥5,000- 

 内本 繁 君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥12,500- 

      7/1よりの累計  ￥687,500- 

           一人当たり平均 ＄120.95 

 

◎米山奨学会への寄付 

  藤田 貴子君 ￥2,500- 羽根田茂子君 ￥5,000- 

 

        本日の合計 ￥  7,500- 

      7/1よりの累計 ￥ 515,000- 

          会員より  ￥267,500- 

         ｸﾗﾌﾞより ￥247,500- 
                       一人当たり平均 ￥10,510-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


