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2021～2022年度 テーマ SERVE TO CHANGE LIVES　̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
2021～2022年度 R.I.会長 シェカール・メータ （カルカッターマハナガルRC／インド・西ベンガル州）
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例会場：レオプラザホテル佐世保（毎週水曜日） TEL 0956-22-4141
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　4 5 18 3,441 20

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　ここ数日、お天気がよく、
さわやかな日が続いていま
す。ゴルフをされる方にとっ
ては一年で最もよい季節では
ないでしょうか。今週末は、市内8クラブ親
睦ゴルフ大会が開催されます。参加される
皆さん、佐世保クラブを背負って頑張って
きてください。会長の私は当日東京出張の
ため参加できません。申し訳ありません。
　そうこうしているうちに鬱陶しい梅雨が
やってきます。なんとなく嫌な季節となり
ますが、同時に私の会長職も終わりになり、
私自身は、晴れやかになりそうです。
　本日の例会は、久しぶりの卓話で、西田
勝彦さんの卓話第一弾です。楽しみにして
います。よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 事務局長　柚木　裕子	さん
　ハイライトよねやま266号
　2022年5月13日発行

2.市内8RC会長幹事会
記
報告者　幹事　廣瀬章博

日時／2022年5月17日㈫　18：30～21：00
場所／ハウステンボス町
　　　ホテルヨーロッパ吉翠亭
　本年度最終となる第8回市内8RC会長幹事
会が、RI第2740地区第5グループガバナー
補佐山本規仁さん、第6グループガバナー補
佐小川信さんをお迎えして各クラブ事務局
員の皆様ご参加のうえ開催されました。各
クラブの1年間の報告、労いを通して更に懇
親を深める場となりました。

委員会報告
■ローターアクト委員会	 指山　　立
　長崎国際大学ローターアクト
例会
　「ローターアクトサークル
とは何か、今年度の活動につ
いて」

《本　　日》会員数 73 名（出席免除会員 28 名）・出席 44 名・欠席 13 名・ビジター 0 名・出席率 60.27 ％

《 4月27日》会員数 73 名（出席免除会員 28 名）・出席 48 名・欠席 9 名・メークアップ 0 名・修正出席率 65.75 ％
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　日時／令和4年5月27日㈮　18：00～
　会場／長崎国際大学
　　　　研究棟3階　R303教室

　
朗遊会より

	 朗遊会幹事　池田　真秀
　皆さんこんにちは。来週5
月22日㈰に佐世保カントリー
クラブ石盛コースにて、佐世
保市内8RC親睦ゴルフ大会が
開催されます。
　佐世保RCからは15名の参加予定でありま
すが、まだ参加受付しておりますので、ご
参加いただける方はご連絡よろしくお願い
します。

ロータリー３分間情報
	ローターアクト委員会　委員長　指山　　立
　本年度ローターアクト委員
長ということで、ロータリー
の友の、「知っているようで
知らないローターアクトの基
本」という記事を取り上げま
した。
　長崎国際大学ローターアクトクラブでは、
今年は全員が3年生のみでのスタートだった
上に、コロナで活動できないという状況で
存続のピンチと思っていました。
　しかし、なんと新入生が10名入会してく
れましたので、ほっとしています。
　来年度もローターアクト副委員長と合わ
せて、地区のローターアクト委員も務めま
すので、FIGHTをもって取り組んでいきま
す。
●�3月7～13日は世界ローターアクト週間です。
●�世界のローターアクトクラブ数は、10,355
クラブ。
●�世界のローターアクター数は、221,619人。
●�日本のローターアクトクラブ数は、297クラブ。
●日本のローターアクター数は、2530人。
　（2021年7月1日現在の参考数値）

その他の報告
大委員会の案内
	 次年度幹事　福田　金吾
　本日、次年度に向けた大委
員会を開催いたします。
　場所／佐世保ワシントン
　　　　ホテル
　時間／18：30～
　ご多用の中とは存じますが、ご参集のほ
どよろしくお願いいたします。

慶 　 　 祝
	 出席・例会委員会　長野　哲也
○永年会員表彰
　松本　英介�さん（47年）
　福田　金治�さん（45年）
　大神　邦明�さん（37年）

○出席100％表彰
　米倉洋一郎�さん（33回）
　福田　金吾�さん（ 5回）



（3）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　永瀬　徳豊

福田　金治 さん、米倉洋一郎 さん
大神　邦明 さん、福田　金吾 さん
　永年会員表彰、出席100％表彰、ありがと
うございます。

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
米倉洋一郎 さん、長野　哲也 さん
中島　　顕 さん、鈴木　清輝 さん
松本　祐明 さん、庭木　香充 さん
永瀬　徳豊 さん、船場　昭裕 さん
大塚　隆夫 さん、草津　栄良 さん
福田　金治 さん、松尾　　貴 さん
井上　斉爾 さん、大久保利博 さん
筒井　和彦 さん、池田　真秀 さん
安福　竜介 さん、芹野　隆英 さん
増本　一也 さん、中村　徳裕 さん
福田　金吾 さん、船越　　温 さん
指山　　立 さん、加納洋二郎 さん
出端　隆治 さん、木村　公康 さん
田中丸善保 さん、松尾　慶一 さん
松尾　文隆 さん、円田　浩司 さん
坂元　　崇 さん、大神　吉史 さん
中村　真弥 さん
　西田勝彦さんの卓話に期待して、ニコニ
コします。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 39,000円
� 累　　計� 504,500円

卓　　　話
「相続と遺言について」

会員　西田　勝彦
はじめに
　公証人・公証役場
　公証人は、法務大臣の指定
した地に役場を設け、その役
場において、主に次の事務を

行っています。
　公正証書の作成
　私署証書の認証
　株式会社等の定款の認証
長崎県内の公証役場の所在地
　長崎市、諫早市、佐世保市、島原市

「終活」と公証役場の活用
　〇　任意後見契約
　●　尊厳死宣言
　●　死後事務委任
　●　遺言

相続について
1 相続人について
　配偶者　と　血族相続人
　血族相続人　第1　子
　　　　　　　第2　直系尊属
　　　　　　　第3　兄弟姉妹【代襲相続】
　本人（被相続人）より先に亡くなった子
どもがいるときは、その子どもの子（孫）
が子どもに代わって相続人となる。
　先に亡くなった兄弟姉妹がいるときは、
その兄弟姉妹の子（甥・姪）がその兄弟姉
妹に代わって相続人となる。兄弟姉妹の場
合は、甥・姪までが相続人となる。
【相続人の範囲】

2 法定相続分
　民法が定める法定相続分は次のとおり
相続人 相続分 留意事項
配偶者 2分の1 実子・養子の別はなく、子が

数人の場合は2分の1を均分
する。

子 2分の1

配偶者 3分の2 実方・養方の別はなく、直系
尊属が数人の場合は3分の1
を均分する。

直系尊属 3分の1

5

4

A B
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＊今後の例会予定＊�
  5月25日� 卓話なし　例会後職場訪問

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／5月27日㈮　18：00～
会場／研究棟3階　R303教室

＊�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。

クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：中村　真弥）

配偶者 4分の3 兄弟姉妹が数人の場合は4分
の1を均分する。ただし、父
母の一方を同じくする兄弟姉
妹は、父母の双方を同じくす
る兄弟姉妹の2分の1。

兄弟姉妹 4分の1

3 遺産（相続財産）に含まれないもの
　⑴　祭祀財産
　⑵　生命保険金
　⑶　死亡退職金、遺族給付金
　　�　ただし、会社の死亡退職金支給規程

に退職金の受取人を指定することがで
きる旨の定めがある場合は、遺言で指
定することができると考えられる。

　⑷　葬式費用・香典
4 遺産の分割
　遺産の配分について遺言がない場合には、
共同相続人全員の協議により、その協議が
調わないときは、家庭裁判所の調停又は審
判により、遺産の分割が行われる。
5 相続の放棄
　相続の放棄は、自己のために相続の開始
があったことを知った時から3か月以内に、
その旨を家庭裁判所に申述しなければなら
ない。

続きは次回お話いたします。
※�卓話時に配布された資料を6月1日例会時
にもお持ちください。

2022-2023年度 大委員会開催
日時／2022年5月18日㈬　18：30～
場所／佐世保ワシントンホテル


