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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

                  

 
交通事故の損害賠償請求は、弁護士さんにお 

     願いするのが一番です。しかし行政書士も自賠 
責保険の請求書類作成などを中心に、交通事故 
に関するご依頼が多数あります。 
私も、交通事故に関する業務を得意とする行 

政書士の一人です。今月 15 日には、石川県金 
沢市まで赴き、交通事故被害者救済シンポジウ 
ムのパネラーを務めてまいります。一昨年のゴ 
ールデンウィークに、高速ツアーバスが運転手 
の居眠りにより、関越自動車道上り線藤岡ジャ 
ンクション付近で防音壁に突っ込んだ事故は、 
皆さんも記憶に新しいところだと思います。 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田後 隆二 

そのバスの運行ルートの起点は金沢でした。 

その事故を受けての被害者救済シンポジウム 
です。行政書士も被害者救済を旨に、交通事故 
に関わっています。 

さて、私の事務所に寄せられる交通事故相談 
の具体的な内容は、次の３つのパターンに分け 
られます。 
①事故の状況（相手方が主張する過失割合）が、 
真実と違う。 

②後遺障害等級認定の結果に納得できない。 
③損害賠償の提示額が妥当か否か判断できない。 
まず、事故の状況については発生直後に警察が、 
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実況見分を行い、調書を作成していることはご存 
知の通りです。その実況見分調書には道路・車両 
の状況、立会人の指示・説明、現場見取り図、道 
路・車両の写真などが詳細に記されています。し 
かし、そこに記載された内容が真実であるとは限 
らないのです。 
警察官は、事故を目撃していたわけではないの 

で、当事者等の立会人から聞き取った内容を調書 
に記載するしかありません。道路の痕跡や車両の 
損傷といった客観的事実は、動かしようがありま 
せんが、それに矛盾しない範囲であれば、立会人 
は何とでも言えてしまうのです。特に死亡事故や 
被害者が記憶を失っている場合などは、加害者側 
の説明は矛盾のない限り、そのまま採用されるこ 
とになるでしょう。 

行政書士の業務には、「事実証明に関する書類 
（実地調査に基づく図面類を含む）を作成するこ 
と」が含まれています。依頼人に都合の良いよう 
に調査報告書を作成するのではなく、真実を追求 
することを旨として実地調査を行います。事故日 
から数日・数か月経ってから、交通を遮断せずに 
行う調査ですから、自ずと限界はありますが、実 
況見分調書に記載のない痕跡が見つかったり、立 
会人の指示・説明の矛盾点が判明したりすること 
もあります。 
次に後遺障害等級ですが、自動車損害賠償保障 

法施行令の別表で、最も重い１級から最も軽い 14 
級まで規定されています。それぞれに労働能力喪 
失率が定められていて、何級が認定されるかは、 
損害賠償額に大きく影響します。 
後遺障害に関して、よくあるご相談は「保険会 

社を通して、後遺障害等級の事前認定結果通知が 
届いたが「非該当」となっていた。しかし現在で 
も首や腰の痛みに悩まされている。なんとかなら 
ないか。」というようなものです。 
交通事故による頸椎捻挫、腰椎捻挫の後遺症で 

悩まされている方でも、それは事故のせいではな 
く、齢のせいだとか、MRI を撮っても、何も写っ 
ていないとか、主治医の検査結果もどこも悪くな 
いなどという理由で、交通事故による後遺障害を 
否定されてしまう方は大勢います。 
しかし、それで諦めてはいけません。14 級で 
 

 
 

あれば、ほぼ確実に認定される方法があるのです。 
依頼者に同行して、主治医からお話しを聞かせ 

て頂き、報告書にまとめるのも「事実証明に関す 
る書類の作成」であり、法律で認められた行政書 
士業務です。 
最後に、相手方保険会社から送られてきた免責 

証書（示談書）に、「わっ！こんなに貰えるの？」 
と思って、さっそく署名・押印して送り返しては 
いけません。落ち着いてじっくり考えましょう。 
たいていは、任意保険基準に基づく賠償額であ 

るにもかかわらず、最低補償のいわゆる自賠責基 
準で計算されています。例えば後遺障害等級 14 
級の自賠責保険金額は 75 万円です。内訳は後遺 
障害慰謝料が 32 万円、事故がなければ得られた 
であろう逸失利益が 43 万円です。 
しかし裁判基準では、14 級の後遺障害慰謝料 

は 110 万円、逸失利益は基礎収入や労働能力喪失 
期間によって変わりますが、専業主婦で労働能力 
喪失期間が 5 年の場合には 77 万円程度になりま 
す。合せて 187 万円程度。自賠責基準との差は、 
100 万円以上です。 
但し、これは裁判をした場合の基準であって、 

裁判によらずに保険会社に請求しても埒があきま 
せん。裁判は弁護士さんにお任せすることを強く 
お勧めしますが、交通事故紛争処理センターなど 
を利用しても、裁判と同等の結果が得られること 
は知っておいて損はないでしょう。 

 
 

 

アッと言う間に 1 ヶ月が 
経過し 2 月です。そして、 
今日 2 月 4 日は立春です。 
立春は二十四節気の第１で、 

「冬至から春分の中日」に 

あたります。 

立春から立夏の前日まで 

が暦の上では春になります。今日が一番寒いとさ 

れていて、以降だんだん暖かくなっていくとされ 

ております。この「立春」は 2月 4日というイメ 

ージがありますが、日付が決まっているわけでは 

ないそうです。↗ 

 



 

      

二十四節気にまつわるもので、たまたま 1985 

    年から今日まで「2/4」日なのだそうです。因み 

に 2020 年(東京オリンピック開催)まで 2/4日で、 

翌 2021 年は「2/3」日になるそうです。 

     その年は、豆まきをしながら恵方巻きを戴くこ 

とになるから忙しいな・・と思いましたが、節分 

は立春の前日とされており、決して豆と恵方巻き 

を同時にとることはないそうです。そんな事で、

「ホッ」としているのは私だけですね・・。 

 更に、今日は「大安」です。立春で大安の時に 

特別なおまじないがあるそうです。「立春大安」 

とは、禅寺やその檀家の門に貼る紙札のことです。 

これを縦書きにすると左右対称になり、大変縁 

    起の良い文字とされております。一般家庭でも、 

    ご自身で半紙に書き、玄関や柱などに貼り、1年 

    間の無病息災を願う事になるそうです。 

ただ「書き上げた紙札を立春の早朝に貼る」と、 

されており愕然としてしまいました。次の「立春 

大安」の時、是非おためし下さい。次、いつ来る 

のかは？ 各自お調べ下さい・・。 

 2 月の初めといえば、交換留学生のロイ君が竹 

田会員のお宅にホームスティしておりましたが、 

11月～1月の 3ヶ月を満了して先日、次のステイ 

先、東 RCの佐藤会員宅に引越しされたそうです。

まずは、竹田会員そしてご家族の皆様に敬意を 

表したいと思います。有難うございました。 

当初はステイ先がなかなか決まらず、グループ 

全体で苦慮しておりましたが、何の問題もなく、 

経過しているようです。佐藤会員の次も内定して 

おり、ひと安心です。  

次年度も、フランスからの留学生が決まってお 

ります。ホストクラブはまだ未定ですが、第 5グ 

ループでは 1 人担当するそうです。その時には、 

また会員皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

     尚、先週の会長幹事会報告の中で、1つご報告 

させて頂きます。 

○高校生奨学金の件 

（※第 1759 回週報 理事会報告をご参照下さい） 

 

 

 

 

＜ＩＭのご案内＞ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 はじめまして。本日は相模原大野ＲＣより若手 

コンビで 40才台の永来と深澤の 2名で、ＩＭの 

ＰＲにお伺いさせて頂きました。 

 3月 8日（土）に開催致します。内容としまし 

ては、5名の青少年少女をパネラーとしてお呼び 

しています。5名はプロサファー、音楽家、東大 

医学部の米山奨学生や、青少年交換学生で、彼ら 

の夢を応援してあげよう、そして彼らの夢を聞い 

て、我々も何かためになればと思っています。 

奮ってのご参加をよろしくお願い致します。 

（概要にて掲載） 

 

２０１３～１４年度 第５グループＩＭ 

日時：３月８日（土）受付１４：３０～ 

    開会式   １５：００～１５：３０ 

    フォーラム １５：３０～１６：３０ 

    閉会式   １６：３０～１６：４５ 

    懇親会   １７：００～１８：４５ 

場所：ホテル・ラポール千寿閣 

        町田駅南口より徒歩３分 

テーマ：「青少年が夢を語る 

       ～言葉にすれば夢は叶う～」 

パネラー：北嶋 恭子（サクソフォン奏者） 

北澤 麗奈（プロツアーサーファー） 

加藤 大聖（バリトン歌手） 

玄 峰俊 （米山奨学生） 

陳 子軒 （青少年交換学生） 

 

 



 

                          

     

 

●鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

前回に続き、お世話になります。出席率 100％ 

     を目指しています。 

●永来 昌也君、深沢 邦康君（相模原大野ＲＣ） 

ＩＭのＰＲでお邪魔します。宜しくお願い致し 

ます。 

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①相模原大野ＲＣより、ＩＭのご案内でお越しの 

 永来様、深沢様、よろしくお願いします。 

②本日卓話の田後さん、ショートスピーチの中里 

さん、楽しみにしています。 

③会員誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでと 

     うございます。 

●早川 正彦会員 

     誕生日のお祝、有難うございます。14 日で 51 

     才になります。 

●田後 隆二会員 

①卓話、頑張ります。 

②早川さん、横溝さん、おめでとうございます。 

●加賀 治夫会員 

 インターアクト一泊研修会の会議が毎週、藤沢 

     であるので、出席しています。 

●江成 利夫会員 

①本日、卓話の田後会員、宜しくお願いします。 

②ショートスピーチの中里さんも宜しくお願い 

します。 

③2 月お祝の早川会員、横溝会員おめでとうござ 

います。 

●阿部 毅会員 

①田後会員、本日の卓話よろしく。 

②誕生日祝の早川・横溝会員、おめでとうござい 

ます。 

●神田 達治会員、小野 孝会員 

①田後さん、卓話楽しみにしています。 

②中里さん、ショートスピーチ、宜しく。 

③早川さん、横溝さん、誕生日おめでとうござい 

ます。 

 

 

 

 

 

●中里 和男会員 

①ＩＭのご案内、ご苦労様です。 

②誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめでとうご 

ざいます。 

●菊地 啓之会員 

①本日卓話の田後会員、宜しくお願いします。 

②誕生日祝の早川会員、横溝会員おめでとうござ 

います。 

●竹田 繁会員 

①田後会員、本日の卓話ご苦労様です。楽しみに 

しています。 

②久し振りの例会です。本年もよろしくお願いし 

ます。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日、会員誕生日祝を受けられる早川さん、横 

 溝さん、おめでとうございます。 

②本日の卓話の田後さん、楽しみです。よろしく 

 お願い致します。 

●最住 悦子会員 

①早川さん、横溝さん、お誕生日おめでとうござ 

います。 

②田後さん、卓話楽しみにしています。 

●櫻内 康裕会員 

①本日のお祝、会員誕生日祝の早川会員、横溝会 

員おめでとうございます。 

②卓話の田後会員、ショートスピーチの中里会員、 

 よろしくお願いします。 

●黛 裕治会員 

①2 月の誕生日祝の早川さん、横溝さん、おめで 

 とうございます。 

②中里さんのショートスピーチ、田後さんの卓話 

 楽しみにしています。 
③本日、少々早退させて頂きます。 

           本日のスマイル額 

              ２１，０００円 

           今年度の累計額 

             ６１６，１００円 

 



 
  

 

中里 和男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

私の職業分類は「清酒配布」ですが、いわゆる 

町の酒屋です。お酒は、世界でも文化と伝統があ 

ります。例えばイギリスのスコッチ、フランスの 

ワイン、アメリカのバーボンなどで、日本では日 

本酒です。今はどこでも気軽に、世界のお酒を飲 

めるようになってきました。 

ですが、酒屋の業界は厳しくなっています。最 

    近は日本酒が敬遠されているようですし、町の酒 

屋では後継者不足や業界の低迷で、廃業する方も 

増えています。 

私も酒屋の仕事よりも、地元の商店街の仕事な 

どが多い状況です。これからもロータリー活動は

末長くやっていきたいと思いますので、よろしく

お願い致します。       （概要にて掲載） 

 

         ＜財団室ニュースより＞ 

      2014～15 年度 

     ゲイリー Ｃ．Ｋ 

     ホァン RI会長は 

     テーマ「ロータ 

     リーに輝き」を 

（Light Up Rotary)を発表 

     発表されました。 

このテーマに 

     は「私たちがロ 

ータリーでどう 

生き、どう考え、感じ、活動するか」が、こ 

の言葉には込められていると述べています。 

              （2014年 2月号より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換学生のホストクラブは相模原大野 

RCですが、ホストファミリーとして、私の所で 

は 3か月間（昨年 11月～今年 1月）、お預りし 

ました。先日 2月 2日に次の佐藤さん宅（東 RC） 

に無事に引っ越ししました。 

 感想としては、大変真面目な学生でしたので、 

手間もあまり掛からず、良い子だったと思って 

います。          （概要にて掲載） 

 

＜理事会報告＞ 

①相模原ＲＣより次年度地区補助金プロジェクト 

 協賛依頼の件。 

 詳細は各理事役員に会長より連絡済みにて。 

 協賛を承認する。 

②相模原大野ＲＣより、ＩＭ全員登録依頼の件。 

 全員登録を承認。登録料 1人 8,000円はクラ 

 ブ負担とする。 

③3月 25日（火）通常例会 会場の件 

 当初、夜間例会で予定。マカティボブラシオン 

 RC来日により、4月 1日を夜間例会（歓迎会 

 予定）とするため、通常例会に変更承認済み。 

 市民会館が空いていないため、「敦煌」を予定。 

④会長幹事会 会費負担の件（次年度分） 

 今年 2月より次年度会長幹事会が毎月開催にて 

 当該年度が始まる前の会費負担について。 

 当該年度のみクラブ負担とし、その前について 

は自己負担とする。尚、ガバナー補佐に会費に 

 ついて提言する。 

⑤西島会員の退会の件 

 2014年 1月末にて退会を承認。 

 



     
 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①会長エレクト研修セミナー（PETS）開催の件 

各クラブより、会長エレクトのご出席を宜しく 

お願い致します 

日時：3月 12日（水）研修会 10:00～17:35 

懇親会 18:00～19:30 

場所：グランドホテル湘南  登録料：１万円 

返信締切：2月 28日 

②「2 月 23 日 ロータリー創立記念日にむけて」

のメッセージ 

     本年は 2 月 23 日を記念して、日本 34 地区で、

一斉に発信をすることとなりました。当地区で

はポリオ撲滅推進キャンペーンを１年を通し

て実践し、ロータリーの公共イメージと認知度

の向上に繋がればと思っております。つきまし

ては、各クラブには 2 月 17～23 日までの例会

の会長スピーチの中で、この創立記念日につい

て触れて頂きたく、お願い致します。 

     

※米山奨学会に昨年寄付された方に確定申告用 

     寄付金領収書が届いております。（対象者には 

     事務局よりお渡し） 

     例会プログラム 

     2 月１１日祝日休会 

       １８日ゲスト卓話 タウンニュース社 

            相模原支社長 井坂 欣弥氏 

       ２５日卓話 黛 裕治会員 

     ３月 ４日卓話 阿部 毅会員 

          定例理事役員会 

出席報告 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

〒２５２－０２３９ 相模原市中央区中央 3-13-15 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・早川 正彦会員 ２月１４日 

・横溝 志華会員 ２月２４日 

＜ショートスピーチ      早川 正彦＞ 

今月 14日で 51才です。50才も過ぎると、年 

を経たなと感じています。今年に入って、我が家 

も様子が変り、長女が大学を卒業して、就職した 

と思ったら、カナダに行ってしまい、家にいませ 

ん。長男も高校を卒業したら、運転免許に夢中で、 

ほとんど家にいません・・。 

 私としては、これからも毎晩楽しくお酒が飲め 

ればと思っています。深酒には気をつけます！ 

              （概要にて掲載） 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱   「国歌君が代」 

       ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター    鈴木 賢一君（相模原東ＲＣ） 

        永来 昌也君（相模原大野ＲＣ） 

        深澤 邦康君（相模原大野ＲＣ）     

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

阿部 毅、最住悦子、田後隆二 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２２名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

３名 ９２．３１％ ９２．３１％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

