
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：田中幸俊会員

□会員数：３３名（免除者：３名）

□出席者：３０名 □欠席者： ０名

□メイク： ３名 □出席率：１００％

□会員誕生日 …土居、尾野、井上

□配偶者誕生日…木村、久藤

□結婚記念日 …吉岡(一)、吉岡(亨)、夜船

□事業所創立 …佐藤、大成

次年度幹事 尾野 剛章

・三回目の幹事です。一年間

宜しくお願い致します。

・次年度理事会報告

次年度会長 板場 英行

６月は旧暦で「水無月」と

呼ばれます。「無」は無い

ではなく、「の」を表す助

詞であり、水無月は水の月

として、田植えに多くの水

を必要とする月と言う意味

で使われていたようです。

人の構成成分の６０％は水

分です。水分の不足は、体調異変の根本原因となりま

す。水の月、水無月こそ、水分補給を怠ることなく、

体調管理に留意したいものです。

６月のリハーサル月となり、相応の緊張感を持ちなが

らのマイク前です。2018～19年度竹原ＲＣ会長として

の所信表明、クラブ運営方針は、７月の第一例会にて

報告させていただくとして、今月の会長の時間は、ク

ラブ運営の前準備として使わせていただきます。

まず、これからの１年間、板場とともにスクラムを組

んで歩んでいきますのは、尾野幹事、三好ＳＡＡの

「昭和２５年生まれ」トリオです。庚の虎生まれで気

骨の太さが話題となる年ですが、至極穏やかな性格を

持ち合わせた３名です。１年間のクラブ運営、種々の

課題、問題もあるかと思いますが、寛容、相互理解の

ロータリー精神を背景に、ご理解、ご協力、ご助言の

ほどよろしくお願いします。

会長の時間の使い方、内容について苦慮しています。

各委員会活動の予定、実施、会員への感謝、会務報告

について、逐一報告する所存ですが、言葉足らずで不

足となることがあるかと思います。その際は、週報、

幹事報告をご参照いただきたいと考えます。毎月配布

されます「ロータリーの友」、「ガバナー・マンスリ

レター」には、多くの情報が掲載されています。鴨宮

2017～18年度会長は、毎月「ロータリーの友」の中で

興味あるテーマ、内容を拝読され、会員への啓発に活

用されていました。興味ある記事には会員各位多少の

違いがあるかと思います。記事内容すべてを読むこと

は至難です。配布されましたら「目次」に目を通し、

自己判断で興味あるページを読んで頂ければ幸いです。

因みに、私が今月号で譜線をはさんでいるのは、１６

ページの「２０２０年東京パラリンピックを応援」、

５１ページ「ブルーライトに注意」、５３ページ「次

年度ＲＩテーマ日本語訳について思う」の記事であり

ます。参考となれば幸いです。

日本大学の悪質タックル事件が一応の決着をみたかと
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ６月１４日 次週のプログラム ６月２１日

後半を振り返って・次年度クラブアッセンブリー
（例会会場：竹原シーサイドホテル）

次年度クラブアッセンブリー

【 ２０１８年 ６月７日 第２６１５回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積
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副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
会 員 組 織 三好 静子
奉 仕 宮本 和彦
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財団米山 大成 義彦
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思えば、和歌山のドンファン死亡、落ち着きが見

えない森友・加計問題などの事件・事故が話題を

集めています。昨日のカープの劇的なサヨナラ勝

ちと合わせ、社会情勢にも目を向けたいところで

す。自己の専門性を背景としたリハビリテーショ

ンの正しい理解、運動の重要性、健康維持体操な

ど、紹介する機会があれば幸いと考えます。

□幹事 井上 盛文

例会終了後、定例理事会を開催します。

次週１４日の例会は会場を竹原シーサイドホテル

に移動して開催しますので宜しくお願い致します。

□３班家庭集会 リーダー 久藤孝仁

３班家庭集会は６月１４日(木)１８時３０分より

とんかつ義において行います。

６月 土居敏昭会員

会員 井上 盛文

私は登記に関する仕事をして

います。随分世の中も変わり、

新しい法律の理解をしないと

対応できないということで、

一月から十数冊の本を勉強す

る為に買っています。オリン

ピックの年に民法の大改正が

ございます。これから法律が変わってまいります。

それに基づいた社会に変わることを知って頂きた

いと思います。

私の仕事は法務省の管轄で、法務局と密接な関係

がございます。基本的な法律の管理運営を行って

いるのが法務省の役割です。基本的な法律とは、

憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、会

社法などです。私の仕事は不動産登記簿、商業登

記法に関係するものです。

これからは法律を理解して、そこに絡む許認可を

クリアーして行くことが非常に重要になると思い

ます。許認可についての要望がますます増えてい

ます。皆さんが一番感じておられるのは、労務管

理の問題です。働き方改革や人手不足の対応が出

来なくなってしまいます。それと同時に仕事が全

て許認可に関わってきます。

例えば、飲食関係では、いまから国際的な基準に

則って運営しなければならないということで、あ

り方が随分変わってくると認識しています。

基本法＝憲法、いわゆる行政法、民法、民事訴訟

法、刑法、刑事訴訟法、会社法など

憲 法＝主に国民の人権、国の統治の有り方、そ

の思想・手段としての平和主義

行政法＝行政法という法律はない

民 法＝人・法人とは、物とは、代理制度、所有
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権・抵当権とは、契約とは、家族とは、

相続とは

民事訴訟法＝人と人との争いを国が関与して解決

する制度

刑 法＝ルール違反をしたとき、国民の人権を無

視して、国が罰を下す制度

刑事訴訟法＝刑法などの処罰法を適用するための

手続法

会社法＝法人の基礎となる会社制度を規定

不動産登記簿＝お金の次に重要な財産としての土

地に関する権利の得喪変更の手続き

商業登記法＝自然人でない、法人が生まれてから

死亡するまでを表現するための手続き

法律とは、一般的にはルール、規則ですけれども、

私の理解では、社会のフィクションなんです。

（フィクションとは、想像によって作り上げられ

た事柄、虚構）

例えばお金です。千円札、単なる紙切れです。で

も皆がお金と思って価値があると思うからお金で

あって、単なる紙切れです。役所、学校と思って

いますが、あれも単なる建物です。そこには先生

がいますけど皆が先生と思うから先生なわけです。

会社も目に見えるものではないです。何千年の歴

史の中でお店の制度が出来、取引の制度が出来る

中で作り上げていったものです。作り上げるもの

の中で、法律、法というものでその社会的なフィ

クションを意識付ける訳です。そうした方が社会

が有機的に活動できることになるからです。皆さ

んはそうしたフィクションを共有しながら日常生

活を行なっているので、有機的に不都合なく回っ

ているだけで、そのフィクションが共有されてな

ければ社会は回らないんだということを理解して

頂きたいと思います。

憲法の護る対象は何かと言いますと、人間の尊厳、

自由の確保です。自由とは何か。自由には幅があ

り、世の中の雰囲気により変化していくものです。

例えば、新自由主義は枠組みを意識しない自由に

向かっていることです。

登記制度、特に会社制度、取引制度は変化してい

ます。行政機関のスリム化問題があり、新しい制

度への変化が速すぎて、対応が困難になっていま

す。担い手不足、人材の確保が急務だと考えます。

社会のフィクションを人々が共有できなくなると、

社会は混乱していくかもしれません。

＜永瀧英一会員退会御挨拶＞

６月２８日付けで竹原製煉所

を卒業します。竹原製煉所所

長のポストは２年～３年です

が、私は４年間在籍しました。

楽しい４年間を送らせて頂き

ました。次は竹原ロータリー

クラブの平均年齢を若返らせ

るような後任が参りますので、

７月以降可愛がって頂ければと思います。本当に

有難うございました。竹原ロータリークラブが益々

ご発展されることを祈念して簡単ですが御挨拶と

させて頂きます。有難うございました。

□日 時 平成３０年６月７日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①少年の主張中学生話し方大会寄付の件 承認

10,000円

②お別れ例会の件 承認

日 時 平成３０年６月２８日(木)１８時

場 所 大広苑

登録料 会 員 ３，０００円

配偶者 ２，０００円

③会員退会の件及び後任者入会の件 承認

永瀧英一会員６月２８日付退会

入会 三井金属鉱業竹原 新所長 野田眞治様

□日 時 平成３０年６月７日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 １１名

□議 題

①次年度委員会構成の件 変更 承認

②委員会活動計画の件 承認

③行事予定の件 承認

④予算の件 承認

⑤第１２回ふれあい夏祭り参加の件 承認

日時 平成３０年８月１８日(土)１６～２０時

場所 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

⑥第６２回芸南学童水泳大会後援名義使用の件

日時 平成３０年７月２８日(土) 承認

⑦各記念日記念品の件 承認

会員誕生日 スタンディングネーム

配偶者誕生日 花

結婚記念日 ケーキ

事業所創立 真空ステンレスカラータンブラー

⑧瀬戸内リフレッシュ統一行動参加の件 承認

日時 平成３０年７月８日（日）

場所 的場公園
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