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奉仕を通じて平和を

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。」

＊事業所開設
　滝澤　勇君（9日）

＊夫人誕生日
　田口周介君（真里夫人 6日）

＊結婚記念日
　十亀健志君（9日）

点鐘　…小林　透会長

斉唱　…手に手つないで

会長報告

◎ガバナー事務所より
・第2780地区　地区大会記念　親睦ゴルフ大会
 ご参加のお礼
・［Ｒ財団月間］（11月）卓話について
　卓話日　11月13日（火）
　卓話者　長谷川 洋平様 大和RC 地区広報委員長
・11月のロータリーレート　1ドル＝80円
・ROTEX懇談会／来日学生の為のオリエンテー

ション開催について　
日時：11月10日（土）
　　　①13：00 ～ 14：00 ROTEX懇談会
※学生のみ
　　　②14：00 ～ 16：00 オリエンテーション
場所：第一相澤ビル　①5階　②６階
　　　スピーチテーマ：

「日本の第一印象について」（２～３分）
・ 第2780地区　第二回「輝く女性の集い」のご案内

　（再案内）
日時 ：2012年11月28日（水）11：30 ～ 15：30
場所 ：鎌倉パークホテル

・　財団室ＮＥＷＳ　１０月号
◎厚木法人会　　
・　地域ふれあい講演会のご協力のお礼

スマイル

常磐重雄君
先週の月曜日に突然私の父が倒れました。2日間意識

不明だったのですが、奇跡的に何の障害もなく今は回
復に向かっております。その関係で2週に渡りロータ
リーを欠席し申し訳ありませんでした。父の回復がう
れしいのでスマイルします。

飛鳥井豊君
去る10月21日の地区大会にて長寿のお祝いを頂きま
した。西迫幹事さんに届けていただきました。ありが
とうございました。

小林　透会長・髙橋　宏副会長
西迫　哲幹事・黄金井康巳副幹事
石塚さん、長い間おつかれ様でした。これからも健康
に留意してお過ごし下さい。

西嶌洋一君
家内が日展の「書」の部で初入選いたしました。妻の永
年の苦労が報われ、私も嬉しい限りですのでスマイル
します。又、石塚さん長い間お疲れ様でした。

平沼義幸君
結婚記念有難うございます。24年目になりました。本日
は所用により早退致します。申し訳ありません。

田口周介君
2週欠席させていただきました。本日は仕事の都合で
早退させていただきます。申し訳ありません。お詫び
のスマイルです。

柳田純昭君
石塚さん長い間いろいろお世話になり有難うござい
ました。おつかれ様でした。

鈴木茂男君
石塚さんどうもお世話になりました。

第2536例会（10月30日）☆司会　西嶌洋一 SAA

今日の例会（（2012 年 11 月 6 日）

「ロータリー財団月刊」
担当：ロータリー財団委員長

講師：草山弘道様（国際ロータリー第2780地区財団補助金推進委員長（秦野中））

次回の例会（2012 年 11 月 13 日）

「RI戦略計画での広報とは」
担当：滝澤　勇君

講師：開
か い ほ つ

保津昭
あきひこ

彦様（国際ロータリー第2780地区地区広報委員会委員（大和田園））



西迫　哲君
大変申し訳御座居ませんが、午後から業界の会議の
為横浜へ向かわなければならない為早退いたしま
す。丸田さんごめんなさい。

黄金井康巳君
長年の念願であった芋焼酎の仕込みがやっとかない
ました。10月27日、29日と初の芋仕込みを行ないま
した。七沢産の紅あずまです。年内には、出荷したい
と思います。柳田さんには大変御世話になりました。

板井浩司君
事務所開設のお祝いを頂きありがとうございます。

髙橋　浩君
11月2日妻の誕生日に花束楽しみにしています。お祝
いありがとうございました。

山口巖雄君
厚木ロータリーホームページに当園妻田、あゆみ保育
園大運動会を掲載して頂きありがとうございます。

委員会報告

クラブ広報・IT委員会　委員長　滝澤勇
今年度の課題の一つとして、井手副委員長とともに、
ホームページの充実に取り組んでいます。10月から、
初めての試みとして、ホームページに「トピックス」

のページを設けました。
10月のトピックスとして、富士見産業株式会社さん
の創業45周年記念式典と県央いずみ会妻田保育園・
愛歩保育園さんの運動会を掲載しました。
米山奨学委員会
寄付のお願い

今日のお花

菊（黄金井一太君）

卓話　「不動産登記の必要性」

担当：丸田隆弘君
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1. 登記の種類 
 
我が国の登記制度には、以下のようなものがあります。 
 
ａ 不動産登記 
   不動産（土地・建物）の物理的現況及び私法上の権利関係を公示することを 
  目的とする登記 
ｂ 商業登記 
   会社法、商法の規定により、会社、商人に関する一定の事項を商業登記簿に

する登記 
ｃ 法人登記 
   ｂと同様、法人についての登記及び登記制度のこと 
ｄ 成年後見登記 
   成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などの登記 
ｅ  債権譲渡登記 
   債権譲渡を公示するために記録される登記 
ｆ 動産譲渡登記 
   登記により動産の譲渡を公示することで、動産譲渡の担保化を図ったもの。 
ｇ 船舶登記 
   船舶に関する私法上の権利関係の公示を目的として船舶法などの規定に従

ってなされる登記 
 
 

２．登記義務 
 
上記のように、複数の種類の登記がありますが、今回は時間の関係上、申請件数

の多い上記ａｂｃの３つの登記に関して各々の登記義務について検討していきま

す。 
（参考まで） 
ｄ 成年後見登記 

変更登記及び終了登記に関しては義務 
（後見登記等に関する法律第７条・第８条） 

 ｅ・ｆ 債権譲渡登記及び動産譲渡登記 
      原則として義務はない。 
  ｇ 船舶登記 

原則として日本船舶には登記義務がある（船舶法第５条） 



事務局の石塚いずみ 様が 10 月末をもって退職されました。

石塚いずみ様
「長い間お世話になりまして、ありがとうございました。厚木ロータリークラブさんの益々のご発展をお祈
り致します。」

小林　透会長
「石塚さん、長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。事務局の大変な仕事を一手に引き受けていた
だき、大変なことも多かったと思います。厚木ロータリークラブの全会員を代表して御礼申し上げます。」
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ｂ・ｃ 商業登記及び法人登記 
 
登記期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地にお

いては２週間内、支店の所在地においては３週間内とされています。（会社法第 915
条第 1 項、第 930 条第 3 項等）登記を怠ると 100 万円以下の過料の制裁を受ける

場合があります。（会社法第 976 条） 
同様に各種法人についても、登記事項に変更があった場合には、登記が義務付け

られており、怠ると過料の制裁や行政処分の対象となります。 
 
 

３．不動産登記について 
 
不動産登記には 
① 表示に関する登記   
② 権利に関する登記 
の 2 種類があります。 
 
 
① 表示に関する登記 
 
表示の登記とは、全部事項証明書記載の表題部に記載されており、土地・建物の形

状や大きさ、用途などの表示についての部分です。 
 
主な登記としては、 
 
・建物を新築した・・・建物表示登記 
・建物を取り壊した・・・滅失登記 
・土地を分筆・合筆した・・・分筆登記・合筆登記 
 
 
 この表示の登記は、原則として新築した日、取り壊した日または登記事項に変更

が生じた日より 1 か月以内に登記しなければなりません。つまり義務があります。 
これに反すると、10 万円以下の過料に処せられます（不動産登記法第 164 条） 
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②  権利の登記 
 
権利の登記とは、表題部に示された不動産に関する権利の保存、移転、設定、消滅

など権利の得喪を表示するための登記 
 
権利の登記は、【甲区】と【乙区】に表示されます。 
【甲区】・・・所有権に関する登記 
【乙区】・・・所有権以外の登記 
 
権利の登記については、申請期間も罰則規定も設けられていない。つまり申請する

か否かは任意であり、ただ登記をした人には、一定の効力（対抗力）を与えますと

いう制度になっている。 
つまり、強制はしないけど、対抗力が欲しいなら登記しなさいという間接強制の建

前をとっている。 
 
～参考条文～ 
民法第 177 条 
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律

の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」 
 
 
具体例（二重譲渡） 
平成 24 年 10 月 23 日ＡがＢに当該不動産を売却したが、Ａが印鑑証明書を市役所

に取り行くのを忘れたということで、登記ができなかった。それをいいことにＡは

翌週の 10 月 30 日にＣに同じ不動産を売却し、Ｃに登記に必要書類を交付し、Ｃ

はその登記をした。 
 
         Ａ            Ｂ（H24.10.23） 
 
                      Ｃ（H24.10.30）登記 
 
結論：Ｂさんは登記がないので、Ｃさん（第３者）にこの土地の所有権を対抗でき 

ません。 
   Ｃさんは自分名義の登記があるので、Ｂさんに所有権を対抗できます。 
               
    
 
   つまり、Ｃさんのもの。 

出席報告　＜会員 40 名、出席対象 35 名＞

10 月 16 日例会　　確定出席率 91.67％ 10 月 30 日例会　　出席 33 名　欠席 4 名　出席率 94.29％
＜事後メイク＞
　柳田純昭君（10月21日 地区大会）

＜事前メイク＞
　栗原良幸君（10月21日 地区大会）
　壽永純昭君（10月21日 地区大会）
　今　和宏君（10月21日 地区大会）
＜欠席＞
　米山尚登君


