
第 2022 回例会 

10 月 15 日 №14 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     

      前回の卓話から、少し日にちも経ちましたの

で、まずは簡単に自己紹介からさせて頂きます。 

＜自己紹介＞ 

誕生日：9 月 15 日おとめ座 血液型：Ｏ型 

出 身：出生～小学 3 年生 世田谷区代沢 

    小学 3 年～結婚  八王子市 

    結婚～現在    相模原市 

職 業：行政書士 

＜経歴＞ 

・日本ﾋｭﾚｯﾄﾊﾟｯｶｰﾄﾞ㈱にて秘書業務、マーケテ 

ィング業務を経験。 

     ・出産退職後、子育てのため専業主婦に。 

     ・簿記 1 級の資格を取り、出版会社にて簿記会 

      計の本の原稿作成に携わる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

阪西 貴子（行政書士） 

・税理士試験の会計科目（簿記論・財務諸表論） 

を合格したことにより、執筆業と並行して、 

簿記講座の講師に。 

・平成 24 年、行政書士試験合格→平成 24 年 

 5 月に登録。 

＜約４０年振りに相続法が改正＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

    ※配偶者居住権及び自筆証書遺言保管制度につ

いては、2020 年 7 月 12 日までの政令で定める

日に施行される。 

    ＜遺言書の種類＞ 

    ○普通方式 ・自筆証書遺言 

・公正証書遺言 

・秘密証書遺言 

○特別方式 ・危急時遺言 

・隔絶地遺言 

    ＜自筆証書遺言と公正証書遺言＞ 

    ○自筆証書遺言とは：遺言の内容を自筆で書き、 

署名及び押印して作成する遺言書 

    ○公正証書遺言とは：公証人が証人二人以上の立 

     会の下に、法律で定められた方式によって、公 

     正証書遺言として作成する遺言書 

    ○メリット 

自筆証書遺言 公正証書遺言 

・自分一人で作成できる 

・費用が掛からない 

・証人が不要 

・形式不備が起こらない 

・公証役場に原本が保管

されるので紛失・偽造・

隠ぺいの心配がない 

・家庭裁判所の検認が要

らない 

    ○デメリット 

自筆証書遺言 公正証書遺言 

・形式不備で無効になる危

険性がある 

・紛失、偽造、隠ぺいをさ

れる恐れがある 

・家庭裁判所の検認手続

きが必要 

・公証役場との手続きが

必要 

・公証人への報酬が掛る 

・証人が二人以上必要 

     

＜遺言書とエンディングノートの違い＞ 

    エンディングノート：自由に書ける。財産以外の 

     事も書ける。法的効力なし。 

    遺言書：自分の財産を誰に遺贈するか書き方、内 

容にルールがある。法的効力がある。 

    ＜遺言書を作成することにより＞ 

    ①相続人間の争いを防ぐ。 

    ②法定相続分によらない分け方を、遺言者が決め

られる。 

   ③法定相続人以外の人に財産を渡せる。 

    

 

 

④負担付遺贈により条件を付けることができる。 

⑤相続人の手続きの負担を減らせる。 

＜遺産分割事件（家事調停・審判）の新受件数 

の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※件数は調停と審判の合計 

（最高裁判所「司法統計年報・家事事件編」） 

＜自筆証書遺言書のルール＞ 

・自筆証書遺言書の３つの要件（法 968 条） 

①遺言者が全文を自書する。 

②遺言者が日付・氏名を自書する。 

③遺言者が印を押さなければならない。 

○改正前 

 遺言書の全文を自書する必要 

  ・・財産も目録部分も全部自書 

       

○改正後 

 財産の目録部分に関しては、財産目録として 

 パソコンで作成も出来る！  

 通帳のコピーを添付でも可能！ 

○改正後の自筆遺言書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺  言  書 

１．妻〇〇△△に別紙目録一及び二の不動産 

を相続させる。 

２．長男〇〇✕✕に別紙目録三の不動産を相 

続させる。 

３．次男〇〇□□に別紙目録四の（１）及び 

四の（２）の預金を相続させる。 

４．別紙目録記載以外の全ての財産を妻○○

△△に相続させる。 

令和１年１０月１５日 

        〇〇 太郎 印 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     先週 12 日に、台風 19 号により日本の多くの地

域が被害を受けられました。被害を受けられた皆

様には心よりお見舞い申し上げます。 

ニュースを見て、千曲川の堤防決壊により大変

な被害がありましたので、千曲川 RC には最住会

員からお見舞いのメールを出して頂きました。 

私は日本に来て 30 年位経ちますが、今回のよ

うな経験は初めてです。地球温暖化の進行に伴い、

異常気象と自然災害が激しくなってきて、普段か

らいかに備えるかを今回の経験で実感しました。 

     また 10 月 5 日（土）奉仕事業「卓球教室」に 

ご出席の皆様にはご協力頂き、有難うございまし

た。大変お疲れ様でした。尚、大井会員には欠席

にもかかわらず、お弁当の手配をして頂いて有難

うございました。私のリーダーシップの無さにも

関わらず、当日は皆様にフォローして頂いて感謝

致します。クラブに入会以来、一番感動しました。 

 田後幹事には、地区補助金の申請書を書いて頂

いて、卓球協会との打合わせにも田後幹事、最住

委員長に参加して頂きました。小崎会員には横断

幕とポスターを作って頂いて、当日は藤本公共イ

メージ委員長には、多くの資料を用意して頂き、

中 RCのイメージアップコーナーを設置しました。 

企画から無事終了するまで、一つ一つの場面を

頭に浮かべ、本当に感動と感謝しかありません。 

 そして 8 日には第 1 回情報集会を開催がされ、 

会員 13 名が参加しました。櫻内情報委員長のリ

ーダーシップが素晴らしかったため、いろいろと  

貴重なご意見を頂きました。あと 16 日と 18 日の 

二回ありますので、宜しくお願い致します。今年

度は情報集会の件で、川合会員と小野会員から、 

 

 

 

少人数での開催をした方が良いとの提案を頂いて 

3 回に分けて、開催させて頂きます。 

 今週 20 日（日）移動例会「地区大会」ですが、 

多くのご参加を宜しくお願い致します。今回の地 

区大会ですが、各クラブから会員 4名の手伝いの 

要請がありましたので、当クラブからは横江会員、 

河野会員、中村会員、小崎会員の 4名に当日の手 

伝いをお願いしました。特に河野会員はリーダー 

として 10 月 10 日の地区大会リハーサルにも出席 

頂きまして、有難うございました。 

 

（概要にて掲載） 

○台湾・台中文心ＲＣより      阿部会員 

 会員皆様には特に台風被害は 

無かったかと思いますが、郭さ 

んからお見舞いの連絡を貰いま 

した。尚、郭さんは台湾米山学 

友会の会長に就任され、再来年 

まで忙しくなることと思います。 

○インター年次大会について 豊岡地区副委員長 

 今年は弥栄高校が担当ですが 

現在は部員 3名で、相模原グリ 

ーン RC は存続に苦労されてい 

るようです。年次大会は 11 月 

23 日（土）に開催されますが、 

登録できる方はお願いします。 

○会員増強について        大井委員長 

 現在の増強状況は前年度か 

らの候補者の引継ぎが 3名、 

今年度は 2名推薦頂き、今月 

から来月にかけ進めていきま 

す。また情報集会でメイク方 

法などの提案もあり、他クラ 

ブへのメイクツアーも検討してみたいと思います。 

○情報集会について        櫻内委員長 

 先日 8日に 1回目が終了し、 

2 回目が明日 16 日、3回目が 

18 日で会場が違いますので、 

お間違いないようにお願い致 

します。いろいろ意見交換も 

できて、今後、検討させて頂 

きます。 

 

 

                                                                                         

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①インターアクト年次大会 登録のお願い 

本年度は弥栄高等学校インターアクトクラブ

をホストに開催されます。各提唱クラブには登

録及び参加をお願い致します。 

     日時：11 月 23 日（土）10 時～開会式 場所：

県立弥栄高等学校（公共機関をご利用下さい） 

登録料：3,000 円 登録締切：10 月 18 日 

②新会員の集い（増強・維持セミナー）のご案内 

地区会員増強・維持との共催により開催します

ので、対象者の方にはご出席をお願い致します。 

日時：12 月 7 日（土）14～20 時 場所：藤沢 

商工会議所ミナパーク 会費：5,000 円 対象 

者：入会３年未満の会員、クラブ会長 

２．鎌倉ＲＣより北鎌倉女子学園中学校高等学校 

インターアクトクラブ加盟認証式のご案内 

     この度、RI より加盟認証を受けることができ、

認証伝達式を開催致します。 

 日時：11 月④日（祝）16 時～伝達式 17 時～ 

懇親会 場所：鎌倉パークホテル 

会費 6,000 円 登録締切：10 月 24 日 

３．相模原ニューシティＲＣより第５グループ 

親睦ゴルフコンペ開催ご案内（詳細は回覧） 

     恒例の親睦ゴルフコンペを開催します。コンぺ 

終了後は懇親会と表彰式を予定しております。 

     日時：12 月 11 日（水）スタート１時間前集合 

場所：相模湖カントリークラブ 参加費：4,000

円（事前に振込） 登録締切：10 月 31 日 

 

例会プログラム 

    １０月２９日→２０日（日）移動例会「地区大会」 

    １１月 ５日「地区大会の報告」会長、幹事 

           定例理事役員会 

 

●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 
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○会員誕生日祝 

・大井  達会員 １０月１６日 

○結婚記念日祝 

・甲斐 美利会員 １０月 ７日 

・佐々木敏尚会員 １０月 ８日 

・伊倉 正光会員 １０月１０日 

・川合 貞義会員 １０月１４日 

・小崎 直利会員 １０月１９日 

・中村 勝彦会員 １０月１９日 

・田所  毅会員 １０月３０日 

 

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  中村 勝彦 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  川合 貞義会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、大槻  実 

平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 28 名） 事前メイク者 
３６名 ２６名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率

(10/1) 
４名 ８７．５％ ９６．７７％ 



 

 

     

      パソコンで作成ＯＫ！ 

通帳のコピーでも良い！ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

＜民法９６８条＞ 

１．自筆証書によって遺言するには、遺言者がそ 

 の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押 

 さなければならない。 

２．前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと 

 一体のものとして、相続財産（第 997 条第一項 

 に規定する場合における同項に規定する権利を 

 含む）の全部または一部の目録を添付する場合 

     には、その目録については、自書することを要 

     しない。この場合において、遺言者はその目録 

     の毎葉（自書によらない記載がその両面にある 

     場合をあっては、その両面）に署名し、印を押 

  さなければならない。 

３．自筆証書（前項の目録を含む）中の加除その

他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これ

を変更した旨を付記して、特にこれに署名し、 

 

 

 

かつ、その変更の場所に印を押さなければ、そ 

の効力を生じない。 

＜自筆証書遺言書・訂正方法＞ 

①間違った部分を二重線で消し、その近くに正し 

い文書を記載する。 

②訂正した部分に訂正印を押す。 

③遺言書の空白部分に「○行目、○字削除、○字 

加入、署名」を記載する。 

＜自筆証書遺言書どこにしまったらいいですか？＞ 

→箪笥の中、お仏壇の引き出し・・という場所も 

ありますが、忘れないように誰かに遺言書の存 

在を教えておくのも良いですね。 

 

法務局における自筆証書遺言者の保管制度等に 

関する法律が、2020年7月10日に施行されます。 

自筆証書遺言書を、法務局で保管してもられる 

よう申請することが出来るようになります。 

・作成した本人が保管所にて、手続きを行う必要 

があります。 

・遺言書の方式の適合性を外形的に確認してくれ 

ます。 

・遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認が不要とな 

ります。 

・相続人によって閲覧や証明書の交付がされると、 

 他の相続人に対し、通知をします。 

＜自宅で自筆証書遺言書を見つけたら＞ 

・その場で封を開けてはダメ！ 

・家庭裁判所で「検認」の手続きをしましょう。 

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名な 

ど、検認の日現在における遺言書の内容を明確 

にして、遺言書の偽造・変造を防止するための 

手続き。 

＜元気なうちに遺言書を！＞ 

意思判断能力が弱くなった時に遺言書を書くと、 

     

せっかく遺言書を書いたのに、「争続」のもとに 

なる可能性も！ 

 

 

 

 

          別紙目録 

一、土地 所在 相模原市中央区相模原〇丁目 

地番  ○○番 

地 目  宅地 

地 積  １００．００㎡ 

 二、建物 所在 相模原市中央区相模原〇丁目 

家屋番号 ○○番○号 

構 造  木造瓦葺２階建 

床面積  １階 ５０．００㎡ 

２階 ５０．００㎡ 

三、土地 所在 相模原市中央区千代田〇丁目 

地 番  ○○番○ 

地 目  宅地 

地 積  ２００．００㎡   

四、預金（１）三菱東京 UFJ 銀行 相模原支店  

        普通預金 0000000 

  （２）横浜銀行 相模原駅前支店  

        定期預金 0000000 

              〇〇 太郎 印 



 

               

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②阪西さん、卓話宜しくお願いします。 

●川合 貞義会員 

すっかり忘れていましたが、結婚記念日祝あり

がとうございます。共に年を重ねると、あまり 

言い争いもなく、だんだん年寄りらしい生活に 

なるようです。もう少し人間生活頑張ります。 

●田所 毅会員 

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

40 数年、経過しました？ 

②阪西さん、卓話よろしくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございました。 

②阪西会員、卓話よろしくお願いします。 

      ●佐々木 敏尚会員 

①結婚記念日祝を戴き、有難うございました。 

結婚 14 年を迎えました。妻はもう結婚記念日 

を忘れていましたが・・・。 

②阪西さん、本日は卓話宜しくお願い致します。 

●小崎 直利会員 

①結婚記念日祝ありがとうございます。中村会員、 

同じ記念日なのですね！ 

    ②本日卓話の阪西さん、宜しくお願い致します。 

●大井 達会員 

①皆様、台風の被害は大丈夫でしたでしょうか。 

②お祝の皆様、おめでとうございます。私もお祝 

 を戴き、ありがとうございます。 

③最後に、台風により亡くなられた方のご冥福を 

 お祈り申し上げます。 

●小野 孝会員 

①10 月 5 日の「卓球教室」、すばらしい奉仕活動 

でした。皆さん、ご苦労さんでした。 

②10 月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

③卓話の阪西さん、よろしく。  

●中里 和男会員 

①阪西さん、卓話楽しみです。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

 

 

 

●老沼 秀夫会員 

①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②会員皆さんには、台風被害はいかがでしたか？ 

●藤原 利夫会員 

①本日卓話の阪西会員、宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝、結婚記念日祝の皆様、おめでと 

うございます。 

●阿部 毅会員 

①阪西会員の卓話、学ばさせて頂きます。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③台中文心ＲＣの郭錦堂 PP から台風 19 号のお見 

舞いの電話がありました。 

●丸子 勝基会員 

①台風 19 号で亡くなられた方々に対し、お悔み 

 申し上げます。また被災者に対し、お見舞い申 

 し上げます。千曲川 RC の皆様はどうでしたで 

 しょうか・・心配ですね。 

②10 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

●黛 裕治会員 

①今月お祝の皆様、大変おめでとうございます。 

②阪西さんの卓話、勉強させて頂きます。 

③台風 19 号、皆様ご無事でしょうか？  

うちは運動会がフッ飛びました！！ 

●藤本 恵介会員員 

① 10 月誕生日の大井会員、結婚記念日祝の皆様 

おめでとうございます。 

②阪西会員、卓話宜しくお願い致します。 

●冣住 悦子会員 

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②阪西さん、卓話楽しみにしています。 

●櫻内 康裕会員 

①先日の台風は相模原市内でも甚大な被害が出て 

 います。お見舞い申し上げます。 

②卓話の阪西会員、宜しくお願いします。 

③お祝の皆さん、おめでとうございます。 

●大坪 征弘会員 

①会員誕生日、結婚記念日祝の皆様、おめでとう 

 ございます。 

②本日どうしても早退させて頂かなければならな 

 くなり、阪西さんの卓話を聞けず、すみません。 


