
第 2134 回例会 

９月 13 日 №10 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     〇行政書士法では・・・ 

・官公署に提出する書類を作成、その提出の手 

続き 

     ・権利義務又は事実証明に関する書類を作成 

     ・契約その他に関する書類を代理人として作成 

     ・行政書士が作成することができる書類の作成 

      について相談に応じること 

     ・特定行政書士になると・・（阪西も特定行政書 

      士です） 

      行政書士が作成した官公署に提出する書類 

      に係る許認可等に関する行政庁に対する不 

  服申立ての手続きについての代理、書類の 

  作成 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪西 貴子 

〇行政書士って、なにやってる士業？ 

・許認可関係 

・民事法務関係 

〇許認可関係業務 

・建設業認可 ・在留認可 ・運送、自動車関連 

・農地転用 ・風俗営業許可 ・飲食店営業許可 

・法人設立などなど、、各種許認可業務 

〇民事法務関係業務 

・相続関係（遺産分割協議書作成、法定相続情報 

 一覧作成など） ・遺言書 ・契約書作成 

・交通事故 ・離婚協議書 ・内容証明 

・成年後見 ・家族信託などなど、やはり沢山 

 の業務 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇私の仕事の内容「阪西さんって何やってるの？」 

・相続、遺言、成年後見に絞ってやっています。 

 （その他、墓仕舞い、ペット法務・・） 

〇相続手続きに関して 

・法定相続人の確定→法定相続情報一覧図 

・法定相続人への連絡 

・遺産分割協議書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇公正証書遺言・自筆証書遺言 

・遺言書の原案作成のお手伝い 

・推定法定相続人の確認 

・遺言執行者への就任 

・公証役場での立会人 

→法務局が自筆証書遺言書を預かってくれる

制度「自筆証書遺言書保管制度」 

    〇成年後見制度・任意後見制度 

    ・成年後見制度－すでに認知症を発症している方 

     に対する制度 

    ・任意後見制度－将来のことを見据えて行う契約 

    〇成年後見制度 

    ・行政書士は「成年後見人」 

    ・成年後見人の主な役割 

    

 

 

・身上監護→本人（被後見人）の生活を維持する 

 ための法律行為 

・財産管理→預貯金、不動産、納税、その他支払 

 いなど 

〇任意後見制度 

 意思判断能力が低下する前に契約 

・低下前→見守り契約、委任契約 

・低下後→後見契約 

・死亡後→死後事務委任契約 

〇マイナンバーを持っていますか？ 

・マイナンバーを持っていると、こんなに便利！ 

 本人確認照明になる！（運転免許、パスポート 

 など持っていない人には、おススメ） 

 コンビニで住民票や印鑑証明書が取得できる！ 

 健康保険証として利用できる（順次拡大中） 

・行政書士は総務省の委託を受けて、マイナンバ 

 ーカードの申請手続きをサポートしています。 

 スマートフォンによる代理申請！ 

 もちろん無料で！ 写真はその場で！ 

 

〇申請に必要なものは？ 

 

 

＋ 本人確認書類 

 

 

 

来週は、いよいよ佐藤ガバナーが公式訪問され  

ます。先週は 2週間前ということで杉崎ガバナー 

補佐をお迎えしました。来週に控えております公 

式訪問にて、当クラブで用意した質問を確認した 

いと思います。 

 

行政書士

弁護士

司法書士

宅建士

税理士



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クラブフューチャービジョンの他クラブの事 

例について 

今年度は RIテーマに「イマジン ロータリー」 

    が掲げられております。当クラブではクラブフュ 

ーチャービジョン策定委員会を設置して、2026～ 

2027年度の年であるクラブ 50周年に向けて、ク 

ラブの運営方針を考える年度としています。 

第 5グループでは 12クラブとなる中で、我が 

クラブならではの特性を再認識し、奉仕活動、増 

強活動、親睦活動におけるところまで想像したい 

と考えています。他クラブの事例を伺い、良いビ 

ジョン作りに活かしたいと思います。 

➁増強活動の取り組みの事例について 

 今年度は 10名という高い目標を掲げておりま 

す。入会される方のメリットも一緒に考えること 

は必須だと思います。今年度で検討・実践した増 

強アイデアは、今後のクラブの増強活動でも活か 

されていくはずですので、ぜひとも良い事例を参 

考に取り入れていきたいと思います。 

③年会費の納入方法について（他クラブ事例など） 

先週の定例会でも会費納入について提言があ 

りましたが、年間 24万円の会費を年 2回で納入 

する方法だけでなく、毎月 2万円づつ納入するこ 

とも選択できるようにしてはどうかという意見

が上がっております。これは増強という観点から

頂いておりますが、一方でロータリアンの質やレ 

ベルを危惧して、そのような納入方法にしなくて

良いのではというご意見も頂いております。 

細則改正にも関わる部分ですので、ガバナーの

ご意見やアドバイスを賜り、会員皆様にもご意見 

 

 

 

をいただき、慎重に審議したいと思います。 

④ロータリー会員の職業検索システムについて、 

現在は機能しているのか？ 

過去に、地区のロータリアンを検索できるシス 

テムがあったが、活用されていない場合、構築を 

検討いただきたいというご意見が出ています。 

そのシステムが機能すれば、会員の事業メリッ 

トが生まれ、クラブや地域を超えて、会員同士の 

親睦が深められます。ロータリークラブの魅力に 

繋がるので、佐藤ガバナーに伺ってみましょう。 

⑤ガバナー補佐の選出方法について 

現在のガバナー補佐の選出方法が不透明なため 

ロータリーとしての公平感を大事にしてはどうか 

というご意見です。これまでの選出者への言及で 

はなく、あくまで選出方法に関するご意見です。 

クラブの順番で、輪番制による選出方法という 

アイデアも示されていますので、こちらも質問し 

てみましょう。 

 

＜理事会報告＞ 
①新会員候補者の入会申込書提出。 

 公開手続きを承認。9 月 20 日に入会式を予定。 

②青森県大雨災害義援金の依頼。 

1 人 1,000 円×25 名 計 25,000 円を社会奉仕 

予算より支出承認。 

③津久井中央 RC より地区大会お手伝いの依頼。 

 冣住会員、横溝会員、河野会員の 3 名に依頼。 

④地区補助金事業（少年野球教室）予算の件。 

 地区よりの振込額 327,180 円 

 クラブ拠出金 100,000 円  計 427,180 円 

⑤地区大会への提出写真（奉仕事業）1 枚の件。 

 今年度の少年野球ジュニア大会の写真とする。 

⑥千曲川 RC より、親睦合同例会の提案。 

（先月の理事会にて、参加保留） 

 10 月 12 日（水）佐久穂町「白駒の池」散策 

 参加予定とし、次週例会で出欠席を確認する。 

 参加人数により、移動例会とするか、有志参 

 加とするかを検討する。 

⑦年会費分納についての検討。 

 



 

 

 

 

●小崎会長、大井幹事 

①ゲストの奥岡様、篠塚様、本日はお忙しい中、 

ようこそお出で下さいました。お昼をご一緒さ 

せて頂きます。 

②結婚記念日祝の小野会員、阿部会員、おめでと 

 うございます。 

③阪西会員、卓話よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

①阪西さん、卓話楽しみにしています。 

②結婚記念日を祝っていただき、ありがとうござ 

います。 

●阿部 毅会員 

①オブザーバーでお越しの奥岡さん、篠塚さん、 

ようこそ！ 歓迎です。 

②阪西さん、卓話楽しみです。 

③結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 

53年が経ち、何とか友達感覚で元気で過ごして 

おります。 

●阪西 貴子会員 

①奥岡様、篠塚様、本日はようこそいらっしゃい 

ました。楽しんでいって下さい。 

②本日お祝の小野さん、阿部さん、おめでとうご 

ざいます。 

③今日は卓話をやらせていただきます。 

●中里 和男会員 

①本日卓話の阪西さん、楽しみにしています。 

②結婚記念日祝の小野さん、阿部さん、おめでと 

うございます。 

●田所 毅会員 

①阪西さん、卓話よろしくお願いします。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③お客様、ようこそお越しいただきました。 

●丸子 勝基会員 

①奥岡様、篠塚様、ようこそ。一緒にロータリー 

を楽しみませんか。 

②小野会員、阿部会員の結婚記念日をお祝い致し 

 ます。 

 

 

 

 

 

●竹田 繁会員 

①結婚記念日祝の阿部さん、小野さん、おめでと 

うございます。 

②阪西会員、卓話楽しみにしています。 

●櫻内 康裕会員 

①オブザーバーの奥岡さん、篠塚さん、ようこそ 

お越し下さいました。 

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。 

●伊倉 正光会員 

①阪西会員の卓話、楽しみです。 

②阿部会員、小野会員、結婚記念日祝おめでとう 

 ございます。 

●冣住 悦子会員 

①オブザーバーの奥岡さん、篠塚さん、ようこそ。 

②結婚記念日祝の小野さん、阿部さん、おめでと 

うございます。 

③阪西さん、卓話よろしくお願いします。 

●横溝 志華会員 

①お祝の小野会員、阿部会員、おめでとうござい 

ます。 

②奥岡様、篠塚様、来ていただき、ありがとうご 

ざいます。 

●諸隈 武会員 

①奥岡様、篠塚様ようこそ！ 

②阪西会員、本日はよろしくお願いします。 

③小野会員、阿部会員、結婚記念日おめでとうご 

 ざいます。 

  本日のスマイル額    ２０，０００円 

  今年度の累計額    １６７，０００円 

  

 



 

 

＜委員会報告＞    （概要にて掲載） 

〇会員増強委員会       横江委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日もゲストで２名の方にお越し頂きました。 

篠塚さんは小崎会長のお知り合いで、生命保険業 

の方です。現在は東京にあるロータリークラブに 

所属されているそうです。 

 奥岡さんは、さがみはら産業創造センターに会 

社があり、藤本さんや丸子さん、小崎さんも良く 

ご存知で、実は私も業界の会合で一緒でした。 

 以前、当クラブに在籍していた山崎利宏さん 

（2011年退会）の会社を引き継いだ方です。 

 また会員増強委員会「丸福会」が、今月 9月 

26日（月）18:30～ありますので、増強委員以外 

の方でも気軽にご参加して下さい。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     〇奥岡 彰氏より 

株式会社ＴＥＳ（テス）という会社で、ソフト 

ウェアの開発などを主にしています。 

先代の山崎が、以前に相模原中 RCに在籍して 

いたのは聞いておりましたが、私はロータリー 

クラブにはあまり縁がないと思っておりまし

たが、お誘い頂き、参加させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇篠塚 慎之助氏より 

 東京にあるロータリークラブに 6年程在籍して 

おり、会社はソニー生命保険で、主に多くの保 

険に入られている方に目的に合わせた保険の整 

理や見直しなどしております。本日は小崎会長 

の激励にお伺いさせて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ロータリーミニ情報＞（ロータリーの友８月号より） 

〇女性会員へのアンケート結果より 

・入会時、クラブに女性会員がいた   ８割 

・女性会員がいた方が入会しやすい   ７割 

・女子会は必要            ３割 

・ロータリー入会はハードルが高い   ５割 

（女性の入会ハードルを高くしている要素） 

 男性中心であること、入会金・年会費、家族 

の理解を得ること、例会以外の奉仕活動など 

の時間帯、クラブや地区の役職に就かないと 

いけないこと、例会時間など  

・女性リーダーが増えれば、女性会員は増える 

                   ６割 

・自分のクラブに自信のある人     ６割 

〇女性会員の比率（2022 年 6 月現在） 

 世界２５％、（台湾２７％、韓国２４％） 

日本 7.3% （※219 の国と地域中、217 位） 

 



  

 

     

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①オンライン勉強会「木曜ＩⅭＴでしょう！」 

開催のご案内 

毎月１回木曜日（10 月のみ日曜日）に開催しま 

すので、ぜひご参加下さい。 

     初回：9 月 15 日（木）19～20 時（全 10 回） 

初回はＺｏｏｍにて（※詳細は回覧にて） 

 

※地区大会第 2日目の式典と、懇親会の出欠表 

を回覧しておりますので、次週例会までにご 

記入をお願い致します。 

10月 16日（日）12:30～点鐘・式典「相模原 

市民会館」 18:00～懇親会「けやき会館」 

           

 

９月２０日「ガバナー公式訪問」 

          佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐 

        12:30～13:30 例会、ガバナー卓話 

        13:35～14:30頃 ガバナーとの懇談会 

      ２７日「夜間例会」18:30 点鐘 敦煌 

    

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

司 会  冣住 悦子ＳＡＡ 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  奥岡 彰氏 

          篠塚 慎之助氏 

 

      

 

 

 

 

  ●例会場 中国名采「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●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 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

＜9月のお祝・結婚記念日祝＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阿部 毅会員 ９月１５日 

・小野 孝会員 9月 24日 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 私は物事を難しく考えないようにしているの 

で、こんなに長生きしているのかなと思います。 

明るく楽しく生活する努力をしています。特に 

スポーツを見るのが好きで、野球の大谷選手や 

村上選手の活躍にワクワクしています。 

 また増強について、40周年時には 40名いた 

ので 15名減っています。コロナ禍で厳しい状 

況ですが、事情で退会された元会員などにも声 

掛けしてはどうでしょうか。（概要にて） 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡 淳 

 委員：川合 貞義、竹田  繁、黛 裕治 

    阿部  毅、早川 正彦 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 18 名） 事前メイク者 

２５名 (Zoom 含)２２名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/30) 

１名 ９５．６５％ ９５．６５％ 

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