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12 月は疾病予防と治療月間
第 3257 回
例会場変更
◎
◎

先週（12/15）の例会から

本日（12/25）の例会

（於：ホテルアベストグランデ高槻）

◎ゲスト
高槻市

例会
17：00～17：15
ソング・・・我等の生業
例会後の行事
忘年家族例会
17：15～20：00

高槻市

街にぎわい部 観光シティセールス課
主査 岩本 友高様

高槻市

都市創造部 道路課
課長代理 齋木 孝二様

高槻市

都市創造部 道路課
主査 井上 浩至様

高槻市

総合戦略部 みらい創生課
主幹 山口 大輔様

※2021/12/29(水)は、定款による休会

第 3258 回

次回（1/7）の例会
謹賀新年

例会場変更

計 1 名
街にぎわい部 観光シティセールス課
主幹 戸田 勝美様

（於：ホテルアベストグランデ高槻）

12：30～13：30
（受付 12：00～）
ホスト：高槻東ロータリークラブ
◎ 国 歌
･･･君が代
◎ ソング
･･･奉仕の理想
◎ 閉会ソング･･･手に手つないで
３RC 新年合同例会

◎12/15 出席報告
会員数

出席者数

50 名

37 名

出席率
80.43

％

前々回例会補正後出席率
87.50 ％
但し、 Mup 1 名
欠席者 6 名
出席規定摘用免除有資格者 2 名

奉仕しよう

◎会長の時間
私が仕事をしていくうえで不都合だなと思う法律の一
つに成年後見制度というのがあります。
成年後見制度は皆様もご存じと思いますが認知症の方
とか障害があって判断能力のない方の不利益にならない
ようにその人の財産を裁判所で選ばれた後見人にゆだね
る制度です。2000 年 4 月に施行されたました。その頃は
一人暮らしのお年寄りが訪問セールスにより布団とか宝
石、健康食品とか多額不要なものを買わされされること
が多くあり社会問題になっておりました。
成年後見制度はこういう人達を守る事が目的の一つで
ありました。法律施行から 21 年たちましたこの頃、認知
症の方が多くなりまして、金融機関、保険会社から成年
後見人を選任してほしいと言われて選任の申し立てをし
ました 2 つの事例をご紹介いたします。

みんなの人生を豊かにするために

シェカール・メータ RI 会長
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金融機関からの紹介は母親と子供一人の家族ですが
亡くなった父親の遺産を母親が一人で相続し、かなり多
くの財産を母一人が所有おりましたが認知症になり預
金もおろせない､定期預金はもちろん解約できない、銀
行の立場として成年後見人を選んでほしいということ
でした。
この法律が出来ました頃は家族が成年後見人に選ば
れることが普通でしたが子供が親の後見人になって親
の財産を使い込むケースが多発しまして今では家族が
すんなり認められなく親族に代わって弁護士、司法書士
等が選任されるようになりました。今回は場合は一人息
子が後見人になりましたが裁判所が選任した弁護士の
後見監督人が付きました。後見監督人には月々の報酬が
発生します。
本来、日本社会では親は子供が経済的に困っていると
きは、援助したり、孫にはお年玉をや誕生日にはお小遣
いやプレゼントをしたものです。成年後見人が付けばそ
れらはすべて出来なくなります。
又、保険会社から依頼の件はまだ 40 代でしたが事故
で全く会話もできず 6 年もベットで寝ているだけの状
態でしたが障害保険金を受け取るには成年後見人でな
ければ支払えないということでその間保険金を受け取
れない状態が続いておりました。この方は資産が無かっ
たので奥様が後見人に選任されました。
法律は弱い人を守るものですが見方によっては心が
通ってないと思うことがあります。

〇伊藤 智秋会員より
・先程篠原会員より献血活動のお話がございましたが、
私も献血活動に参加して参りました。献血をして下さ
った方には粗品をお渡ししたのですが、その時私たち
は私服でしたので、私たちが高槻ロータリークラブだ
と分かって頂けなくて説明するのにとても時間がか
かりました。この度ジャケットの作成が可決されまし
たが、今回は有志だけでイベントブルゾン（ジャンパ
ー）を作成したいと思います。ブルゾンの後ろに高槻
ロータリークラブの名前とロータリーマークを入れ
るのですが、版の作成にお金がかかりますので、なる
べく沢山の有志の方で購入出来ればと思います。ブル
ゾンが欲しい方は、自費で 5,000 円を負担して頂き、
色は多数決で決めたいと思います。回覧を回しますの
で、好みの色とサイズのご記入をお願い致します。

◎外部卓話
「

」

高槻市 街にぎわい部 観光シティセールス課
主幹 戸田 勝美様

◎幹事報告
・高槻現代劇場よりイベントのチラシが届いておりま
す。後方テーブルに置いておりますので、ご自由にお
持ち帰り下さい。
・事務局の年末年始の休暇は、12/29(水)～1/4(火)となり
ます。宜しくお願い致します。

◎委員会報告
〇クラブ研修委員会
小阪 大輔
・今月は「疾病予防と月治療月間」です。ロータリーの
友 12 月号の推奨記事として、横書きの記事からは、
P.4「RI 会長メッセージ」、P.7「疾病予防と治療月
間」、P.28「ロータリー日本財団」、P.44「2022 年国
際大会」をご紹介させていただきます。縦書きの記
事から、P.23「ロータリー・アット・ワーク」をご紹
介させていただきます。お時間のある時に、ぜひ読
んでいただければと思います
〇社会奉仕委員会
篠原 光子
・12/12(日)に献血活動を行いました。当クラブ 8 名、
高槻東 RC 1 名、IAC 4 名、高槻市薬剤師会 49 名、
合計 62 名にご参加頂きました。おかげさまで 97 名
の方が献血にご協力頂きました。同日、大阪府下で
7 台の献血車がでていたそうですが、高槻が一番の
献血者数で日赤の方も大変喜んでおられました。私
は 50 回の献血を目指しておりましたが、年齢制限の
為 47 回で終わりましたが、現在は献血推進活動に励
んでいます。次回は 3 月を予定しておりますので、
皆様ご協力宜しくお願い致します。
〇ゴルフ同好会
松下 浩章
・ガバナー会より「RI 会長杯ロータリーワールドゴル
フ大会(2022 年 2 月 14 日～20 日開催)についてのご
案内」が届いております。参加資格は、ロータリー
会員、ロータリアンのご家族、ロータリアンの友人
です。参加に興味のある会員の皆様は、事務局まで
お問合せ下さい。宜しくお願い致します。

JR 高槻駅北側における取組紹介について
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◎12/15 卓上花
ガーベラ ······· 希望
スイートピー ··· 門出
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◎ニコニコ箱報告
・皆出席内祝
伊藤君
・河合幹事さん、元気で再会楽しみにしています。今は
退屈でしょうが…
井前君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
伊藤 千秋君 ￥ 5,000- 長井

￥
￥

10,000830,000-

正樹君 ￥ 6,000-

本日の合計
￥
11,0007/1 よりの累計
￥ 804,000年次基金会員より
￥ 570,000ポリオプラス会員より￥ 234,000一人当たり平均
＄154.11
◎米山奨学会への寄付
本日の合計
7/1 よりの累計
会員より
ｸﾗﾌﾞより
一人当たり平均

￥
0￥ 287,500￥ 170,000￥ 117,500￥
6,117-

◎青少年育成基金への寄付
井前 憲司君 ￥ 5,000本日の合計
7/1 よりの累計

￥
5,000￥ 610,000-
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