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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。あっという間
に今年も残すところ後1ヵ月、師
走の季節、12月となりました。
　昨日は、漫画家の水木しげる
さん（享年93歳）が亡くなられ
ました。ゲゲゲの鬼太郎などで
有名な数々の妖怪を描かれました。鬼太郎
は、悪い妖怪を懲らしめるけど、決して殺す
ことはなかったそうです。不穏な現代に考え
させる作風ではなかったかと思います。氏を
惜しむ声は多く、「幸福は1日9時間の睡眠か
ら始まる」が持論だったそうです。
　また、佐世保ロータリークラブの65周年の記
念式典もすぐ間近に迫って参りました。ラホ
ヤ、台南RCとの連絡も整って参りました。こ
れまでの歴史の流れの中でロータリーの事業
も継続してまいります。どうぞ宜しくご協力
お願いします。
　さて、11月29日㈰には地区主催の社会奉仕
セミナーが大村競艇場イベントホールにて開
催されました。あいにく長富委員長、委員会
のメンバー所用の為、私と坂元副幹事で行っ
て参りました。当日小雨の中、およそ100名の
出席で各クラブからの社会奉仕実施事業の事
例紹介と補助金の申請方法についての説明が
ありました。詳しくは資料を委員会にお渡
し、説明いたします。
　本日は、増本次年度会長の下、理事･役員･
監事の皆さんに加え、次々年度会長ノミニー
も決定頂く、クラブにとって大切な年次総会
です。どうぞ円滑な進行にご協力をお願い申
しあげます。

　例会に先立ち第6回理事会を行いましたの
でご報告します。
１．	クラブ協議会について	平成28年1月13日㈬
２．新会員研修会決算について
３．忘年家族会準備出席状況
４．長寿祈願祭･祝賀会について
５．事務局休みについて
　　12月29日㈫〜1月3日㈰
６．	新会員候補者　廣瀬章博会員の入会、委

員会配属について
７．創立65周年「炉辺会合」例会について
　　1月6日㈬
８．第7回理事会日程　1月6日㈬	17:00〜
９．1月例会プログラムについて
10．第5回理事会議事録確認
11．創立65周年記念事業について
12．その他

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ゲスト
　安福鴻之助さん	 令夫人　安福佐
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安福佐和子様、竜介様
　㈱中央館チェーンの
安福竜介と母の佐和子
でございます。
　父が亡くなり1か月
が過ぎようとしており
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会 長 挨 拶

例 会 記 録

会葬のお礼



■クラブ奉仕・管理運営委員会
	 委員長　黒木　政純
創立65周年「炉辺会合」例会に
ついて
　平成28年1月6日㈬は夜例会を
「炉辺会合（家族集会）」とし
て、18:30より富士国際ホテル
で開催する予定となっていま
す。65周年記念事業についての話し合いを進
めていきたいと思いますので、是非多くの方
の参加をお願いいたします。（昼例会はありま
せん）

■親睦活動委員会	 委員長　大久保利博
　来年の長寿祈願祭は、1月27
日㈬ 11:00から亀山八幡宮で執
り行います。
　祝賀会は18:30から玉屋8階文
化ホールで行いますので、ご参
加のほどよろしくお願いいたし
ます。また、忘年家族会のコーラスの練習も
佳境を迎えております。が、今からでも十分
参加いただけますのでよろしくお願いいたし
ます。本日は18:30からシダックスで行います。

■財団・米山委員会	 委員長　前田　文智
　田中丸善弥会長より、ロータ
リー財団へご寄付をいただきま
した。

	 親睦活動委員会　松尾　文隆
田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
松本　英介さん、福田　金治さん
米倉洋一郎さん、小川信次郎さん
古賀　　巖さん、橘髙　克和さん
吉田　英樹さん、増本　一也さん
平尾　幸一さん、山口　剛史さん
梅村　良輔さん
　西田さんの初卓話がうまくいきますように。

田中丸善弥会長
　去る11月29日㈰、社会奉仕セミナーに坂元
副幹事と参加して参りました。小雨の中、何
で、大村競艇場（?）で開催。素晴らしいホール

ますが、その節は佐世保RCの多くの会員の皆
様にご会葬いただき、また、田中丸会長には
その上にご丁重なる弔辞までいただき、心か
らお礼申しあげます。
　振り返ると、父 鴻之助は1978年に入会し、
以来人生のほぼ半分を佐世保RCと過ごさせて
いただきました。公私にわたりお世話になり
ましたことを故人になりかわりお礼申しあげ
るとともに、今後ともご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願いいたします。

	 幹事　芹野　隆英
１．台南扶輪社	 社長　歐瑞崇（Plas）様
　	パスト会長	安福鴻之助様	ご永眠お悔み状が

届いております。

２．地区ローターアクト代表	 立石　健悟さん
　「	ローターアクトクラブニュース10月号」が届

いております。

３．故安福鴻之助	様　喪主	安福佐和子	様
　ご会葬御礼

■副幹事　坂元　　崇
国際ロータリー第2740地区
2015-2016年度
社会奉仕部門研修
セミナープログラム参加報告
　日時／2015年11月29日㈰
　　　　13:30〜17:00
　会場／大村競艇場・イベントホール

主な内容
○開会の辞
　　　　地区社会奉仕委員	 松原　　究
○社会奉仕について
　　　　地区社会奉仕委員長	 帯屋　　徹
○地区補助金事業について
　　　　地区補助金委員長	 西川　義文
○総評　ガバナーエレクト	 㟢永　　剛

　参加しての感想ですが、各クラブとも活発
に社会奉仕活動に取り組んでおられるのだな
あと思いました。また、地区補助金事業につ
いては、手続きが難しく、すこし使いにくい
制度かなという印象を受けました。
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で、副ガバナーより「皆さんの後ろに佐世保玉
屋の名前が入ったボートの写真も飾ってありま
すねー」との言葉もありました。その上で舟券
を買ってくださいと全員に500円の金券を渡さ
れ、セミナーで勉強もしましたが、私も生まれ
て初めてボートレースに参加しました。結果は
ご想像にお任せします。

長浜　陽介さん、長富　正博さん
　結婚記念日のお祝ありがとうございました。
（	先週お休みしてしまったので、1週間遅れで

申し訳ありません）

■指名委員会代表	 パスト会長　福田　金治
　会長指名委員会を代表してご
報告いたします。
　11月11日㈬例会終了後、玉屋
7階文化ホールで会長指名委員
会を行い、2017年-2018年度の
会長ノミニーに富永雅弘会員を
全会一致で指名いたしました。富永雅弘会員
にはご了承いただきましたので、ご報告いた
します。

■2017年-2018年	会長ノミニー	 富永　雅弘	
　会長ノミニーにご指名いただ
きありがとうございました。全
力で職務を遂行する所存ですの
で、みなさまご支援のほど、よ
ろしくお願いいたします。

■会長エレクト　増本　一也
　皆様には、ご承認を頂きあり
がとうございました。次年度
は、この体制で佐世保RCの歴
史と伝統に恥じぬ様、精一杯努
力していく所存です。皆様のご
支援ご協力をよろしくお願い申
しあげます。

　次期理事会紹介

『公証役場について』

　佐世保公証役場　公証人
　　　西田　勝彦さん

◯公証人とは
　当事者やその他の関係人の依頼に応じて、
民事に関する公正証書を作成するとともに、
私書証書に認証を与える権限を有する公務員
のことです。
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年 次 総 会

ニコニコボックス	 本日合計	　16,000 円

	 累　　計	 494,000 円

◇

2016-2017年度 佐世保ロータリークラブ
 役員・理事及び監事

会　　長	 増本　一也
直前会長	 田中丸善弥
会長ノミニー	 富永　雅弘
副会長	 円田　浩司
幹　　事	 松尾　文隆
会　　計	 井手　孝邦
会場監督	 木村　公康

理事	 円田　　昭
理事（クラブ奉仕管理運営委員長）	有薗　良太
理事（R奉仕プロジェクト委員会担当理事）	菅沼宏比古
理事（青少年奉仕委員会担当理事）	古賀　　巖
理事（会員増強委員会担当理事）	 加納洋二郎
理事（クラブ広報委員会担当理事）	黒木　政純
理事（ロータリー財団委員会担当理事）	川口　博樹
理事（親睦活動委員会委員長）	 中村　徳裕
理事（副幹事）	 大久保利博

監事	 井上　斉爾
	 福田　金治

卓　　話
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（今週の担当：河原　忠徳）
（カメラ担当：岡村　一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊12〜1月  例会卓話者予定＊

12月16日	 佐世保観光大使	 内川　優依	様
（㈱十八銀行		佐世保支店勤務）

	 	 　諸国　麻椰	様
（長崎県立大学３年生）

12月23日	 祝日休会日

12月30日	 指定休会日

１月６日	 創立65周年記念	炉辺会合例会
	 理事会17:00〜　例会18:30〜
	 場所：富士国際ホテル

１月13日	 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

12月の例会は休会となっております。

歳末助け合い街頭募金活動のご案内
日時／12月12日㈯　12:00〜13:20
場所／親和銀行前（アーケード）

日時／12月20日㈰　11:15〜12:45
場所／親和銀行前（アーケード）

※会員の皆様、どうぞお近くに来られましたらご協力ください。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月10日㈭　開始19:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／12月24日㈭	→	12月17日㈭		開始19:00〜
　　　　　　　　　　クリスマス例会に変更	
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

　公証人には、公証人法第13条の法曹有資格
者の公証人と、公証人法第13条の２の特任公
証人とがあり、特任公証人は、多年法務に携
わった経験を有する者（裁判所事務官、裁判所
書記官、検察事務官、法務事務官等）が、選考
試験を受けて任命されます。

◯公証人の業務の概要
　◦	法律行為その他私権に関する事実につい

て公正証書を作成すること
　◦私書証書に認証を与えること
　◦定款に認証を与えること
　◦確定日付を付与すること

◯公正証書とは
　公正証書とは、広い意味では、公証権限の
ある公務員が作成した文書のことで公文書と
同じです。法律行為に関するものとしては、
契約、遺言などがこれに当たり、私権に関す
る事実についてのものとしては、貸金庫の開
披などがあります。
　次に、公正証書の機能としては、第１に紛
争予防機能があげられます。契約、遺言その
他の法律行為について公正証書を作成した
り、また、公証人が目撃した状況等について
公正証書を作成したり、公証人が私文書に確
定日付を押捺することなどで、私人の権利義
務関係について明確な証拠を残すことになり
ますので、紛争の発生を未然に防止すること
ができます。第２に公正証書のうち法定の要
件を満たすものは、「執行証書」と呼ばれ、給
付を命じる確定判決に認められるのと同じ執
行力が認められることから、紛争解決機能を
有するといえます。

◯主な公証事務
　佐世保公証役場で作成する公正証書のうち１
番多いのは遺言に関するもので、次いで、離婚
に伴う養育費等の支払いに関するものです。

◯遺言のすすめ
　先ほど、遺言の公正証書の作成が多いと説明
しましたが、特に遺言が必要と思われるのは、
①夫婦に子どもがなく、財産の全部を妻に相

続させたい場合、②特定の相続人に事業継
承、農業継承をさせたい場合、③土地や建物
など分けにくい財産がある場合、④相続人同
士が疎遠な場合や相続人間の話し合いが困難
又は手続が面倒になる場合などです。

以上


