
会長　遠田　公夫君
地球温暖化はどこに行ったのかと思うほ

ど、寒さが厳しくなりました。故郷、北海道
を思い出します。こんな寒い時、西部ガスさ
んや九電さんの床暖房、台所はアコールのシ
ステムキッチン、風呂は橘闍さんの高齢者に
優しいシステムバスが大活躍する季節でござ
います。どうぞ、寒い時期の相談は、会員に
プロがたくさんおられますので、何なりとご
相談ください。
さて、10月、11月は、内外で、結婚式に随
分、出席致しました。来賓挨拶など悩む事が
多いのですが、若い頃、私がある結婚式で司
会していた時、フジテレビの有名なアナウン
サーが結婚式の挨拶で言った言葉を紹介致し
ます。曰く、女性が良い時代だから「娘」と
書き、女性が家に入るから「嫁」、女性の体
が波打ってくると「婆」、女性が古くなると
「姑」、女性が鼻持ちならなくなると「嬶」、
一方、男という文字が入るのは女性の尻に敷
かれた「舅」という文字だけ、かように世の
中は女性中心に回っている。よって結婚とは、
女性が主導権を握るいわば儀式であり、女性
に気遣いさえ怠らなければ、家庭は上手く回
ってゆくという挨拶でした。その主導権を握
るご夫人を「花よ、蝶よ」と接待し、1年間
のおねぎらいをする、家族忘年会は、今週、

土曜日です。加藤総監、宮本団長も含め、現
在101名出席されますが、まだ予定人数に至
っておりません。日程が何とかなる方は、是
非よろしくお願い致します。また、総合司会
は、波佐見の貴公子、松尾慶一さん、恒例の
サンタ役は、ロータリー希望の星、東京海上
の小川芳寛さん、さらに大抽選会での特賞は
大型液晶テレビ、その他豪華賞品目白押しで
ございますので、どうか楽しみにご参加くだ
さい。
尚、去る12月7日、川棚の公民館で開催さ

れた900人の「石木ダム建設促進発起人会」
に参加、30分という短い時間の講演ですが、
佐世保の市民として何とかダム建設に1日も
早く着手し、地域経済や街づくりの起爆剤に
して頂きたい旨お願いして参りました事、報
告致し、会長挨拶と致します。

○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　木村　公康君
１．台南ロータリークラブ会長 黄富雄君

Huang Fu Hsiung

記念式典行事幹事長 蘇明輝君
（2003年会長）Su Ming Hui
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2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
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前夜祭 2009年1月10日　PM6:30
大億麗緻酒店3F
（ターイーランディスホテル）

記念式典 2009年1月11日　PM4:30
大億麗緻酒店3F
（ターイーランディスホテル）

コンサート　2009年1月11日　PM6:00
大億麗緻酒店3F
（ターイーランディスホテル）

祝賀会 2009年1月11日　PM7:00
大億麗緻酒店5F

二次会 2009年1月11日　PM9:40
和漢料理餐廳1F

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新案内
12月3日、12月8日

３．第4グループガバナー補佐 藤谷　成微君
第5グループガバナー補佐 竹田　健介君
第6グループガバナー補佐 内海　和憲君
2008－2009年度インターシティ・ミーティング

開催のご案内

①日時／2009年2月1日豸
受付　　13:00～13:30
開会点鐘13:30～　
懇親会　17:30～19:00

②会場／唐津ロイヤルホテル
③登録料／4,000円

４．地区ローターアクト代表 辻　　祐介君
第21回全国ローターアクト研修会

実行委員長　折敷瀬亜紗美さん
2008～2009年度　第21回全国ロータアクト

研修会本登録のご案内

開催日／平成21年2月21日貍～22日豸
会　場／開会式・閉会式　長崎市公会堂
会　議／長崎県勤労福祉会館
懇親会／ホテルニュー長崎
登録料／ロータリアン

22,000円（宿泊有り）
12,000円（宿泊無し）

登録締め切り／平成21年1月21日貉

５．日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会
実行委員長　大原　　博君

（那覇西RC）
事務局　G原　信一君

（那覇西RC）
親睦ゴルフ大会のご案内

開催日／2009年3月16日豺午前8時スタート
琉球ゴルフ倶楽部

登録費／15,000円、プレー費／14,800円
申込締め切り日／平成21年2月13日

■親睦活動委員会　 委員長　菅沼宏比古君
忘年家族会への出席ご案内

今週13日貍に忘年家族会を玉
屋文化ホールにおいて行います。
時間は18:30となっております。
よろしくお願い致します。

■世界社会奉仕委員会
副委員長　梅村　良輔君

本日、台南ロータリークラブ訪
問の説明会を開催します。

■2010-2011 会長ノミニー就任挨拶
飯田　満治君

先週の総会におきまして、私
をご指名いただき大変ありがと
うございます。精一杯頑張って
参りますので、どうぞよろしく
お願い申しあげます。

■長崎国際大学RAC 増本　一也君
12月第2例会（クリスマス例会）のお知らせ

日時／12月22日豺 18:00～
場所／ハーバービュークラブ
会費／5,000円

委 員 会 報 告

そ の 他 の 報 告



（3）

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君
○今月の誕生祝い

長島　　正君（5日）
菅沼宏比古君（21日）

親睦活動委員会　小川　芳寛君
飯田　満治君
2010－11年度の会長の指名をお受け致しま
した。どうぞよろしくお願い申しあげます。

遠田　公夫会長
幸良さんの卓話タイトルは「当世離婚事情」
です。覚えのある人、予定の人、予定外の人、
年輩の方も必聴の卓話に期待して！ 次回は、
再婚事情もよろしくお願い致します。

安福鴻之助君
皆さんお気付きでしょうか？ロータリーの
友12月号横組38ページ、地区のたより欄に石
井正剛さんの記事があります。ただ、写真失
敗で、空きスペースがあるのには、ちょっと
笑いましたが…。

木村　公康君　斉藤　宏隆君
松尾　文隆君　児玉　孝雄君
梅村　良輔君　E富　誠也君
加納洋二郎君　中川内眞三君
平尾　幸一君　小川　芳寛君

池田　　誠君
幸良会員の卓話に期待して。

幸良　秋夫君
卓話の機会をいただき、ありがとうござい
ます。

長富　正博君
先週木曜日の深夜。テレビ佐世保で「特捜
最前線・第330話・佐世保の女」が放映され
ておりました。
設定は「エンタープライズ騒動」から10年
後の佐世保でしたが。撮影は昭和58年だそう
です。
東京で事件を起こした犯人を追って、「二

谷英明」演ずるところの警視庁特捜班は佐世
保へ。「九十九島観光ホテル」に捜査本部を
置き、昭和58年の佐世保の街を走り回ります。
ついに姿を現した犯人は、「共立自動車学

校」の路上教習者を教官ごとカージャックし
て逃走。刑事たちは「共立自動車学校」の校
長（？）の協力を得て犯人を追跡。
最後は「佐世保重工業」自慢の25万トンク
レーンの上での大捕物となりました。
25年前の佐世保の町並みを堪能し、「違っ

た意味」で、深夜にも関わらずニコニコして
しまいました。

長島　　正君、菅沼宏比古君
誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 27,000円

累　　計 508,000円

◇
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斉藤　宏隆君
本日は地域雑誌ロータリーの

友の表紙についてお話させて頂
きます。
「クラブ雑誌委員長用：ロータ
リーの友手引書」によれば、ロ
ータリー地域雑誌の要件として年度初めの7
月号は、その年度の新RI会長の写真を利用す
ることとなっております。
また8月～6月号は常任委員会で合議のうえ
決定しているようです。2008－2009年度は
「環境」をテーマにプロの写真家による陸の
生物、海の生物の写真を掲載し、その作品に
ついての解説が、縦組みの最後のページに掲
載されています。
8月号からの内容は写真が海野和男

う ん の か ず お

氏と
中村征夫
なかむらいくお

氏の二人の写真家で、解説はジャー
ナリストの岡井耀毅

お か い て る お

氏です。
海野氏は1947年、東京生まれの昆虫を中心
とする自然写真家。1997年から長野県小諸市
にアトリエを構え、じっくり腰を据えて身近
な自然を記録しておられ、ホームページ「小
諸日記」は年間800万ページビューもある人
気サイトのようです。
中村氏は1945年、秋田県生まれの水中写真
家で、現在海を専門とする撮影プロダクショ
ン㈱スコール代表です。国内外の海を精力的
に取材し、数多くの話題作を発表、ライフワ
ークの東京湾をはじめ水俣湾、諫早湾など人
と海との関係や「命」を基本姿勢に取り組む
報道写真家でもあります。
岡井氏は1933年、広島県生まれ。朝日新聞
社に入社しソウル支局長、「週間朝日」副編
集長、「アサヒカメラ」編集長など務め89年
からはフリーで活躍中。主に写真雑誌などで
フォトエッセイや写真評論の執筆活動を続
け、時代と写真表現の間に横たわる問題意識
を掘り下げ、夫々の写真家の主体性に踏み込
んでその表現領域に言及している方です。
（ロータリーの友8月号P29より抜粋）

なお2009－2010年度は「祭り」というテー
マで会員から写真を募集して掲載する予定の
ようですので、腕に覚えのある方、そうでな
い方も一度投稿してみてはいかがでしょう
か？投稿のやり方、注意事項、原稿が確実に
載るコツの記載は、冒頭の手引書に記載があ
りましたが、その件は次回以降の方にお任せ
したいと思います。

『公証役場あれこれ＝当世離婚事情』
会員　幸良　秋夫君

１．公正証書による離婚等給付

契約の締結の利点

盧公証人が作成する公文書であるから、当
事者間に紛争が生じた場合に強力な証拠
となる。
盪相手方が養育費や慰謝料等の金銭債務を
履行しないときは、改めて訴訟を起こさ
ずに、公正証書により、相手方の給料や
預貯金等の財産を差し押さえる強制執行
ができる。

２．最近3か年の公正証書による離婚等給付

契約の推移

盧給付内容による分類

※平成20年は12月8日現在

○離婚等給付契約の当事者は、20代・30代
がその大部分を占めている。
○給付の内容は、養育費の支払が中心であ
る。未成年の子がある場合に、養育費の
ほか慰謝料又は財産分与についても定め
るのは半数程度である。

ロータリー3分間情報

卓　　話

区分 養育費 慰謝料 財産分与 計 証書件数

18年 56 20 13 89 61

19年 47 17 16 80 59

20年 58 19 13 90 61
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○未成年の子1人当たり月額3万円～5万円
というのが全体の7割～8割を占めてい
る。

蘯養育費の支払期間
○平成20年で見ると、未成年の子が成年
（満20歳）に達するまでというのが全体
の57％を占め、次いで18歳まで（18歳の
高校卒業までを含む。）が28％、22歳ま
で（22歳の大学卒業までを含む。）が
15％となっている。

盻慰謝料額
○未成年の子がある場合、100万円～300万
円台が7割前後を占めている。

眈財産分与の対象
①金銭（預貯金を含む）の一括払又は分割
払。
②夫名義の居住不動産の給付。ただし、住
宅ローンが残っている場合には、債権者
銀行との関係で直ちに名義変更（所有権
移転）の登記をするのが難しい。
③将来の退職金のうち一定金額又は一定割
合の給付。
④離婚後の一定期間、月々の生活資金とし
て一定額の支払。

３．離婚時の年金分割

平成19年4月1日施行。
○平成19年　18件
○平成20年　16件

４．離婚等給付契約に関わるエピソード

盧よく訳も分からないまま付いてきた夫。
盪女性の涙と子供には勝てない。
蘯子離れしない親。
etc

年 人数 2万円未満 2万円 3万円 4万円 5万円 6～10万円 10万超 不請求その他 計

1人 4 11 6 7 1 1 30

2人 2 2 9 4 2 1 20

3人 1 2 1 1 1 6

計 3 8 21 10 10 1 1 2 56

1人 3 3 6 1 13

2人 2 5 9 3 7 1 27

3人 3 1 1 1 1 7

計 2 8 13 7 13 2 2 47

1人 1 14 4 11 1 31

2人 1 4 8 1 4 1 19

3人 1 2 4 1 8

計 2 7 26 6 15 2 58

盪子1人当たりの月額養育費

18年

19年

20年



（今週の担当　円田　浩司）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

藺卓話
久保内科病院 理事長　久保　次郎様

「最近の医療事情」
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2008年12月13日貍　玉屋文化ホール 


