
ガバナー補佐 渡辺様、ガバナー補佐幹事

中村様、本日は夜は会長幹事会もございますの

でダブルヘッダーでお世話になります。どうぞ
よろしくお願いいたします。

皆様、本日もお越し頂きまして誠にありがとう

ございます。2回目の例会となりました。
先程、ご覧になった方もいらっしゃると思いま

すが、私も今日9時過ぎからホームランダービー

(MLBオールスターゲーム)を見ていました。延

長2回もやったりとかなり楽しませてもらいま
したが、そこの舞台に日本人が立つという事自

体が本当に凄い事ですし、また、明日は本番の

オールスターゲームですが、打者で先発して尚

且つピッチャーとして出るという、これまた史
上初めての事で今年度の大谷選手にとっては物

凄い年になってるんじゃないかな！と思うとと

もに、日本人の一人として誇らしく思うところ
でございます。

皆様のお手元に“週報”を配らせていただい

ております。大変素晴らしい出来栄えになって

おります。江口委員長をはじめ、鈴木さん、委
員ではないのですが小川パスト会長に絶大なる

ご支援を頂いて完成する事が出来ております。

小川パスト会長本当にありがとうございます！

感謝申し上げます。
会長挨拶、何を話そうかと毎回悩むのですが、

あんまり悩まなくても済むように、法律の話を

させていただこうかな。。と思います。私は弁
護士ですので、皆さまのお役に立つか分かりま

せんが、関心のありそうな事について毎回出来

ないかもしれませんが可能な限りお話しさせて

いただこうかと思います。
ご承知の方も多いかもしれませんが、近年、

民法が再建法の分野、或いは、相続法の分野で

物凄く大きな改正をされました。その改正され

た民法の内容について少しずつお話しできたら
な。。と思っているわけでございます。

今回お話しするのは、“配偶者居住権”につ

いてです。相続法の分野では全く新しく出来た
制度です。

簡単に言えば、遺産である建物があった時に、

従来であれば相続するかの所有権だけだったわ

けですが、それを無償で住み続ける権利と、負
担付で所有する権利の2つに分ける事を認める。

というものになっております。

利用できるのが、昨年の4月1日となっておりま
すので、この日以降に開始した相続についてこ

の“配偶者居住権”の制度が適用出来るという

事です。なので、この前にお亡くなりになった

方の相続に関しては適用されません。
（以下資料参照）

あんまり終わりがまとまり良くありませんです

が、この続きはまたの機会にさせていただきた

いと思います。
本日もどうぞよろしくお願い致します。
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第２５６４回 例会プログラム

●例会場／鴻巣ロータリークラブ例会場
●開会点鐘

●我らの生業

ロータリーの目的・四つのテスト朗読

●会長挨拶 大澤一司会長
●幹事報告 藤井 明幹事

●ニコニコボックス報告

●お客様ご挨拶
●委員会活動方針発表・新年度の抱負表明

●委員会報告

●出席状況報告

●閉会点鐘

会長挨拶 大澤会長

＜職業奉仕委員会 坂本委員長＞

私自身もまだ分か

らない事が色々とあ
りますので、部門長

の髙橋さんと相談し

ながら勉強していき
たいと思います。職

業を通して奉仕して

いきますので、会員

の皆様の会社のお話しや勉強会などもしていき
たいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致し

ます。

＜地域社会奉仕・ブライダル委員会 堀口委員
長＞

まずは、9月の献血

に向けてというとこ

ろですが、コロナの
状況がどうなってい

るのか難しいところ

でありますので、状

況を良く見極めて事
業を送りたいと思っております。

ブライダルに関しては、私は、初めての事で

ありますので、勉強しながら進めさせて頂きた
いとおもいますのでどうぞ宜しくお願い致しま

す。

＜国際奉仕・交流委員会 小川委員長＞

コロナの関係で海
外に渡航して。とい

う形の事業も出来な

いということで苦労

してるところなので
すが、是非、台南府

城ロータリークラブ

との合同例会がZOOM
を通して出来たらいいなーと考えております。

ということで、私が会長をした時の同期の台南

府城ロータリークラブの会長だったデンターさ

んに中国語でメールを送りましたが、音信不通
で返信がありません。なので、宮澤さんからア

キラさん経由で是非実現出来たらと考えており

ます。また皆様のお知恵を拝借頂けたらという

ふうに思います。どうぞ宜しくお願い致します。
＜青少年奉仕委員会 小川副委員長＞

委員長とよく相談して頑張ります！宜しくお

願い致します。
＜ロータリー財団・米山記念奨学委員会 津田

副委員長＞

財団特別寄付、米山特別寄付が毎年期末になっ

てバタバタと寄付している状況ですので、やは

り、年度の最初のほうで寄付し、尚且つ、寄付

目標を100％達成させていきたいと思います。

それと、まだ私もそうですが、寄付の目的や意
義を理解されていないかたもいらっしゃると思

いますので、宮澤パスト会長にしっかりと研修

して頂いて、みんなで学んでいきたいと思いま
す。宜しくお願い致します。

＜公共イメージ向上委員会 鈴木(裕)委員長＞

委員長を仰せつか

りました鈴木です。
次年度、55周年に

向けて、鴻巣ロータ

リークラブの存在を
周知させ、会員増強

に繋がる様にしてい

きたいと思います。

まずは、10月12日のコロナウイルス感染症対
策の講演会を成功させられる様に頑張って参り

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

＜創立55周年記念事業準備委員会・クラブ研修

リーダー 宮澤委員長＞
次年度55周年を迎

えます。そして、次

年度は第5グループ
のほとんどのクラブ

で式典が執り行われ

ます。当クラブの式

典では、台南府城ロー
タリークラブをよび

ますのでキャラバンに行ったり、向こうから来

たり、と忙しくなります。

また研修のほうでは、年数の浅い会員や、今
さら聞けない。。という人にも、ロータリーの

事を分かり易く、楽しく聞いてもらえるような

感じにしたいと思っています。夜間例会時のみ
なので全部で9回しか研修出来ませんが、是非、

皆さんにお越し頂きたいと思います。
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＜出席率＞
会 員 28名
出 席 19名
欠 席 9名
出 席 率 67.9％
MUカード 7枚
修正出席 92.9％



皆様こんにちは。
ガバナー補佐 渡辺様、ガバナー補佐幹事 中

村様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

・“END POLIO NOW”の赤いＴシャツの追加注
文について。

・商工会青年部 「第9回チャリティーゴルフ

大会」について。

ガバナー補佐 渡辺様 お世話になります。
補佐幹事 中村様 本日はお世話になりました。

一年間、何卒宜しくお願い致します。

大澤会長 ようやく、来月、長男が入籍するこ

ととなりました。いよいよ親の務めも終了した
ようです。

藤井幹事 渡辺ガバナー補佐様、中村ガバナー

補佐幹事様、お忙しいところ、御来訪ありがと

うございます。
昼夜共にお世話になります。

福会士員 渡辺ガバナー補佐様、中村ガバナー

補佐幹事様。渡辺ガバナー補佐とは久しぶりお
会いできて嬉しいです。今日は宜しくお願い致

します。

遅くなりましたが、前年度ガバナー補佐 宮澤

様、ガバナー補佐幹事 津田様、本当にご苦労
様でした。ご指導ありがとうございます。

宮澤会員 渡辺ガバナー補佐、ようこそいらっ

しゃいました。本年のご活躍を御祈念申し上げ

ます。
渡邊会員 今、歯のスケーリングをしています。

髪の毛と歯は丁寧に手入れをしましょう！

小川会員 事務局の鈴木さんがテープ起こしガ
ンバってくれました。週報第1回出せました。

津田会員 渡辺ガバナー補佐様、中村ガバナー

補佐幹事様、今日はお越し頂きありがとうござ

います。
どうぞ宜しくお願いします。

岡崎副幹事 本日は、渡辺ガバナー補佐様、中

村ガバナー補佐幹事様、御来訪頂きまして有難

うございます。
一年間お世話様です。宜しくお願い致します。

＜オリジナルメッセージ＞
「国際ロータリー第2770地区 第5グループ

ガバナー補佐 渡辺博司様、ガバナー補佐幹事

中村次男様、ようこそいらっしゃいました。

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。」

島田会員、髙橋会員、堀口会員、磯畑会員、北

川会員、坂本会員、篠崎会員、鈴木(将)会員、

鈴木(裕)会員、江口会員、寺嶋会員

前回繰越 22,000円

今回合計 21,000円
累 計 43,000円

皆様こんにちは。本年度、ガバナー補佐を仰

せつかりました、上尾西ロータリークラブの渡
辺でございます。一年間どうぞよろしくお願い

申し上げます。

宮澤直前ガバナー補佐様、津田直前ガバナー

補佐幹事様、大変お世話になりました。また、
IMでは、皆様に開催して頂き、このコロナ禍の

中、大変御苦労をされたと思いますが、本当に

頭が下がる思いでございます。また、タイムリー

な講演会で日本中が興味があったんじゃないか
と思います。また皆さんにやって欲しいと思っ

ております。

本日は、大澤会長挨拶、非常に勉強になりま

した。いつ、あっちに行ってもいいような感じ
がしました(笑)。今日は会長幹事会もございま

して、公式訪問の話もちょっといたしますので、

今日は挨拶だけというか、顔見せだけに来まし

た。一年間どうぞよろしくお願い致します。
皆さんこんにちは。本年度、ガバナー補佐幹事

を仰せつかりました、上尾西クラブから参りま

した中村次男と申します。宜しくお願い致しま
す。

私自身が、この様な立場を拝命するには、は

なはだ力不足ではありますけども、皆様方にご

迷惑をお掛けしないよう一年間務めて参りたい
と思いますので何卒よろしくお願い致します。

今日はありがとうございます。
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幹事報告 藤井幹事

ニコニコＢＯＸ 渡辺委員長

国際ロータリー第2770地区 第5グループ

ガバナー補佐 渡辺博司様 ご挨拶

国際ロータリー第2770地区 第5グループ

ガバナー補佐幹事 中村次男様 ご挨拶

＜管理運営部門 福士部門長＞
昨年に引き続き、

管理運営部門長をさ

せて頂きます。この
コロナ禍の状況で何

とか例会を開催し皆

様にお会いする事が

出来ております。例
会場が皆様の心の休息場になる様、親睦活動、

会員増強維持、ロータリー情報・会報・雑誌、

出席・プログラム、戦略計画推進、各委員長と、
そして、このロータリーのメンバーで励まし合

い、心で助け合って頑張っていきたいと思いま

す。

＜親睦活動委員会 篠崎委員長＞
委員長の篠崎です。

一年間宜しくお願い致

します。

この委員会は、色々な
行事に関わりますので

自分なりに理解しなが

ら、そして、皆様に教
えていただきながら一年間やっていきたいと思っ

ています。宜しくお願い致します。

＜会員増強維持委員会 津田委員長＞

北川直前会長が昨年
度に掲げていた55周年

に向けて会員35名、そ

れと、今年度の大澤会

長の
増強5名、そこに向けて

走り出して行きたいと

思います。また、宮澤パスト会長に勉強会もやっ
ていただきながら頑張っていきたいと思います。

今日もこの後、坂本会員と同級生に会う予定に

なっています。是非、行動に移していきたいと

思います。
一年間どうぞよろしくお願い致します。

＜ロータリー情報・会報・雑誌委員会 江口委

員長＞

皆様こんにちは。委
員長になりました江口

でございます。

早速なのですが、小川
パスト会長と鈴木さん

の大変なご協力を頂き

まして、週報を発行す

る事が出来まして本当に良かったと思います。

また、マイロータリーの登録を100％達成させ

ていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しく

お願い致します。
＜出席・プログラム委員会 岡崎委員長＞

私としては、会長の

方針を踏まえてという
形で、委員の渡辺パス

ト会長、北川直前会長

に教わりながら、他の

委員会と協力して一緒
に出席率向上をはかっ

ていければと思います。

宮澤直前ガバナー補佐による、夜間例会の研修
で更なる出席率の向上につなげられたらいいな

と、研修を楽しみにしております。

＜戦略計画推進委員会 鈴木(将)副委員長＞

昨年度、2回にわたっ
てクラブフォーラム

を行い北川直前会長

がビジョン声明と戦

略計画を3年計画で掲
げた2年目となります。

大澤会長もその意見

を踏まえて親睦がで
きるようなかたち、そして、夜間例会で出席率

が向上出来るような計画をされています。来年

55周年を迎えるというところもございますので、

今後のやるべき姿をみんなから意見を頂ければ
な。。という事で、今年度、委員会一丸となっ

てやっていきたいとおもいます。どうぞ宜しく

お願い致します。

＜奉仕プロジェクト部門 髙橋部門長＞
昨年に続き今年度

も奉仕プロジェクト

部門長を仰せつかり
ました。このコロナ

禍の状況であります

ので、今後の奉仕活

動の在り方というも
のを皆さんともう一

度考え創意工夫する必 要があると思い、会長

にお願いをして、年度計画書を作成する前に、

各委員長に何か新しい事業や活動を考えて頂き
たいとお願いしました。今年度はそれを踏まえ

てこれからの事業や活動を考える時間があれば

良いかなと思っております。また、私も何かあ
れば皆さんにご相談させていただきますのでそ

の時にはどうぞ宜しくお願い致します。
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委員会活動方針発表・新年度の抱負表明


