
点鐘　…柳田純昭 会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

小畑和裕様（卓話講師 公証人）

ビジター紹介

大川　浩氏（東京羽田 RC）

岡見　健氏（厚木県央 RC）
八木　靖氏（厚木県央 RC）

井上敏夫氏（厚木中 RC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 東日本大震災への義捐金について（お礼）
・２０１１年東日本大震災義捐金地区別詳細
・ガバナー会にお寄せいただいた義捐金の集計

報告と今後の支援方針について
・ ６月のロータリーレート　　１ドル＝８２円
・ 次年度公式訪問の備えてのクラブ情報
・ クラブ充実と活性化を目指すための活動計画

の指標
◎ＲＯＴＡＲＩＡ誌（英語版）
◎（財）ロータリー米山記念奨学会より

・ 創立記念寄付　お礼状

幹事報告

◎例会変更　
＊秦野名水ＲＣ

・移動例会　ゴミ拾い、芝桜作業
　　　　　５月２６日（木）
・休会　　６月　２日（木）
・ 夜間例会　（納会）　６月３０日（木）

○週報
1. 厚木中ＲＣ

第2466回例会（5月24日）☆司会　難波雄三 SAA

今日の例会（2011年 5月31日）

「厚木における地域と銀行の歴史」
担当：前迫　静美君

講師：株式会社浜銀総合研究所　本条直樹様

次回の例会（2011年 6月7日）

「次年度委員会」
担当：山口巖雄君

（小林　透君）

＊夫人誕生日
　前迫静美君（里美夫人 6 月 2 日）

＊結婚記念日
　米山尚登君（6 月 1 日）

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」



2. 座間ＲＣ
3. 座間中央 RC
4. 相模原大野ＲＣ

今日のお花

蘭（寿永純昭君）

スマイル

大川　浩様（東京羽田 RC）
創立 50 周年誠におめでとうございました。当日横
浜港の船上にて、ご発展を祈っていました。

岡見　健様・八木　靖様（厚木県央 RC）
大変お忙しいところ恐縮です。震災支援のお願いに
参りました。ご協力お願い致します。

井上敏夫様（厚木中 RC）
厚木中ロータリーの会員となって半年が経過しまし
た。まだまだ新人ですがよろしくお願いいたします。
山口副会長には事の他お世話になりました。顔見知
りの方々が多くホッとしています。本日はよろしく
お願いいたします。

柳田純昭会長・山口巖雄副会長
黒栁告芳幹事・西迫　哲副幹事
厚木公証役場公証人 小畑和裕様、本日は卓話あり
がとうございます。宜しくお願い致します。東京羽
田 RC 大川浩様、厚木中 RC 井上敏夫様よくいらっ
しゃいました。ごゆっくりお過し下さい。

西嶌洋一君
小畑先生いつもお世話になります。本日はご苦労様
です。

髙橋　宏君
本日所用の為、早退いたします。小畑先生、先日は
遺言の件でお世話になりました。

髙橋　浩君
小畑先生、本日はご多忙の中お越しいただきありが
とうございます。公証制度・遺言・任意後見につい
て卓話よろしくお願いします。

吉岡　敏君
今夜、というより明日の深夜 0 時 20 分発の飛行機
でタイを訪問し消防車の贈呈式に行ってまいりま
す。同行は柳田会長、黒栁幹事、前田会員、西迫兄
弟、それに県央 RC の足立会長に私の 7 人です。29
日に帰って来ますので来週の例会には結果報告出来
ると思います。

壽永純昭君
タイ国訪問に同行出来ず残念です。御一行の無事を
祈念します。

黒栁智太郎君
本日所用に依り早退させて頂きます。

金沢文明君
所用で早退いたしますのでスマイルします。

例会「相続と遺言」

担当：髙橋　浩君
講師：小畑和裕氏 （公証人）

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  厚木ロータリークラブ 第 2466 回例会 
卓話「公証制度・遺言・任意後見について」 

平成２３年５月２４日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 公証人 小 畑 和 裕 
 

 

 

 

 

 

 

 

   卓話担当 高橋 浩   



公証制度・遺言・任意後見について

１公証人とは

身分は国家公務員　全国で約 500 人、神奈川県

30 人

役場の数 全国で 293 か所、神奈川県 15 か所

管轄はなし。公証役場に来ていただける場合は

どなたでも可（外国人も可） ただし、公証人が出

張する場合には、神奈川県内に限定。

２職務内容　　予防司法

①証書の作成――公証人の作成した文書を公正証書

（公文書）

公正証書の効力――証拠力、証明力、執行力（執

行証書）

執行力は私文書には、認められない。

公正証書の作成例――遺言、離婚、土地建物の賃

貸借、定期借地、借家、別居、年金分割、損

害賠償、事実実験、尊厳死、任意後見、等必

ず公正証書によらなければならない場合があ

る。

②認証――ある事実の存在を公に証明すること。文

書の成立の証拠保全

私文書に付す。公文書はだめ。

公証人の面前で署名。自認認証も可能。

定款、外国提出文書、宣誓認証、土地境界の確認

書等。

③確定日付－文書の存在の証拠保全。

私文書に付す。夫婦、親子間の貸し借り等幅広く

利用。

３遺言制度について

なぜ増える遺産相続争い――家督相続から諸子均

分相続へ

遺言の方式　自筆証書。秘密証書。公正証書（公

証人が作成、保管する。）それぞれのメリット、

デメリット。

遺言の意義――遺言自由の原則。民法の私的自治

の延長。

ただし遺言できる事項は決まっている。

付言事項

遺言能力――  １５歳から可能。遺言と遺言書の

違い。

遺言ができない場合。

遺言には意思能力が必要。

目が見えない。口がきけない、耳が聞こえない―

―

問題なし。自書できない――代署制度――書くの

は公証人

遺言の効力発生時期――勘違いが多い。撤回、取

り消しは自由。

遺留分について。

遺言執行者について。

予備的遺言について。

手数料、証人の立会（２人、適格者）

４任意後見制度について

法定後見と任意後見

平成１２年度から任意後見制度が発足

自己決定の原則。任意後見の種類　将来型、即決

型、移行型

その他　　尊厳死宣言

５相談は無料――お気軽に。電話でもＯＫ

所 在 地：　〒 243-0018

神奈川県厚木市中町三丁目 13 番 8 号　セトビル 2F

ＴＥＬ　０４６－２２１－１８１３

ＦＡＸ　０４６－２２１－１８１９

交通手段：　小田急線「本厚木」駅下車，徒歩５分



出席報告　＜会員39名、出席対象34名＞

5 月 8日例会　　確定出席率 100％ 5月 24日例会　　出席 33名　欠席 1名　出席率 97.06％
＜事後メイク＞

　西嶌洋一君　（5月 13日　厚木県央 RC）

＜欠席者＞

　門田高明君

平成２３年 ４月 例会出席状況・スマイル進捗状況

１．例会出席状況

1  会田 義明 4 100 39 100 15  常磐 重雄 3 75 32 82

2  金沢 文明 2 50 26 67 16  難波 有三 4 100 39 100

3  黒柳 告芳 4 100 39 100 17  西迫 一郎 3 75 20 51

4  黒柳 智太郎 3 75 21 54 18  西迫    哲 4 100 39 100

5  黄金井 康巳 4 100 39 100 19  西蔦 洋一 4 100 38 97

6  小林    透 4 100 39 100 20  前迫 静美 4 100 29 74

7  嶋田　健一 1 25 36 92 21  前田 賢一 4 100 37 95

8  鈴木　茂男 4 100 37 100 22  三宅 壮平 4 100 39 100

9  壽永 純昭 4 100 39 100 23  門田 高明 4 100 28 72

10  十亀　健志 4 100 32 82 24  柳田 純昭 4 100 39 100

11  高橋 秀典 4 100 34 87 25  山ロ 巌雄 4 100 38 97

12  高橋 　 宏 3 75 36 92 26  湯澤 一孝 4 100 38 97

13  高橋　  浩 4 100 39 100 27  米山 尚登 3 75 34 87

14  滝澤    勇 4 100 39 100

《出席免除者》

会田　明 青木　啓次 飛鳥井　豊 加藤　一郎 国方　達央 黄金井　一太

清水　忠直 本多　正彦 三橋　一皓 吉岡　 敏 山本　淳一 和田　正幸　　

２． 確定出席率 ３．スマイル進捗状況（％）
　 ４ 月 進 捗 率

　 年度累計進捗率

出席率
（％）

出席
回数

出席率
（％）

No.

85.21

４月 年 度 累 計

出席
回数

出席率
（％）

出席率
（％）

144 1403

出席
回数

会　員　名No. 会　員　名

４月 年 度 累 計

出席
回数

４ 月 年度累計 5.86

出席率（ ％ ） 93.06 91.30

出席者延人数 134 1281

計 算 延 人 数


