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◎横山範夫会員に米山奨学会から米山奨学生カウンセラーの委嘱状


藤橋恒一郎

会員 (４月28日)

梅崎

会員 (５月４日)

興生

が来ましたのでお渡し致します｡


◎地区から2008〜09年度研究グループ交換プログラム (GSE) の



派遣団員募集開始に当たり､ 募集要項とパンフレットがきました｡

尾

春人

会員 (４月19日)

山崎

善也

会員 (４月29日)

田中

栄

会員 (５月７日)
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パンフを回覧しますが､ 必要な方はコピーしますので事務局にお

て下さい｡ ②田辺さん大変お世話になりました｡ 又､ 台湾訪問ご苦

申し出下さい｡ 又､ 詳細もお尋ね下さい｡

労様です｡

◎第38回地区ローターアクト地区協議会が６月８日 (日) ワークピ

)*+

長らく休んでしまいすみませんでした｡

ア横浜で開催されます｡ 案内と登録用紙を回覧致しますので希望

,-.

河野さん ｢感謝｣ です｡ ２週も続けてありがとうござ

者はお申し込み下さい｡

います｡

◎地区からロータリー為替レートの変更通知が来ました｡ ５月から
１ドル＝102円 (現行98円) になります｡

古川先生､ 先日は突然伺いし診療ありがとうございま

した｡

◎本日例会終了後､ ルーヤン IAC 受け入れの打合せ会を３階のキ
ングアーサーで開催致します｡ 関係会員はご出席下さい｡
◎回覧物

/01

2304 次回 (５月９日) の卓話者の横浜地裁の渋谷さんに会っ
てきました｡ 役所の人とは思えない楽しい女性です｡ 当日の出席者

・ ｢友｣ インターネット速報

には DVD のおみやげ付きです｡

・会報

5678

横浜港北 R.C

・タウンニュース

昨日はゴルフコンペご参加のみなさんありがとうござ

いました｡ ちなみに優勝は川邉会員の奥様｡ ブービーが川邉さんで

◎例会変更のお知らせ

す｡ 今度こそしっかりと幹事さんよろしくお願いします｡
9

横浜南陵ロータリークラブ
平成20年５月１日(木)

⇒

:

雨中のゴルフお疲れ様でした｡

;8!

休会 (定款第５条第１節)

昨日のゴルフ同好会の皆さんお疲れ様でした｡ 次回を

楽しみにしています｡
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山田



お世話になります｡



誕生日のお祝いありがとうございます｡



本日所用の為､ 早退させていただきます｡
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今年も無事に迎える事ができました｡

正憲
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小川成美様､ お忙しい中､ ようこそお出でいただきま

した｡ 卓話よろしくお願い致します｡




本日の卓話に住友信託銀行の方々をお招きしました｡

よろしくお願い致します｡


 ①昨日は次年度理事役員委員長会議

に全員の方々にご出席いただき､ 誠にありがとうございました｡ 次
年度も呉々もよろしくお願い申し上げます｡ ②29日 (祭日) の横浜
水と緑の日には多くの会員・ご家族のご来場をお待ち致しておりま
す｡




昨日の次年度理事役員委員長会議では､ 次年度犬飼会

長・古川幹事には大変お世話になりました｡ チョコット早いようで
すが､ 次年度頑張って下さい｡


昨日の次年度理事役員委員長会議参加の皆様ご苦労様

とが増え､ まさに一部では ｢争族｣ となっているのが現状です｡ 相

でした｡


!

本日のテーマである ｢相続｣ に関しては､ ここ最近急激に争いご

やっと二本足で歩けるようになりました｡ ご心配いた

続でもめている様々な事例が TV・雑誌を賑わしており､ 国民の関

だいた皆様に感謝!! 感謝!!

心も非常に高くなっています｡ 家庭裁判所に寄せられる相続関連の

"

相談件数は上昇の一途をたどっており､ 平成18年には約14万件に達

#$% 先週のテーブルミーティングご出席の皆様ご苦労様

でした｡ 朝日さん､ 布施さんお気づかいありがとうございました｡

しています｡ 家庭裁判所に相談しないケースも含めると､ 何かしら

&'( ①吉田会長､ 加藤幹事さん､ 残り２ヶ月ですね｡ 頑張っ

のもめているケースは更に多いことが想像できます｡

こうしたトラブルなどを防ぐのに有効なのが ｢遺言｣ です｡ 遺言



というと何か縁起の悪いものと思う方もいますが､ 遺言は遺書とは



異なります｡ 遺言により残された家族や兄弟たちが余計な争いをし

家庭裁判所の相続関連相談件数 (司法統計年報)

なくてすむケースが多く､ まさに ｢争族｣ を未然に防ぎ､ 円滑な遺
産分割を可能にします｡ 遺言は大切な家族への最後の ｢思いやり｣
なのです｡ 元気なときにしっかりとした遺言を書いておくことは非
常に重要なことです｡
また､ 特に会社を経営されている方の場合はその相続に伴い自社
株・資産が分散し､ 事業継続が困難になることもありますので､
｢遺言｣ を利用した十分なご準備をお勧めします｡
遺言には様々な形式がありますが､ 民法に沿った形式・内容でな
ければ法律上の効力は発生しません｡ また､ 実際に相続が発生した
際には､ 遺産分割協議書の作成､ 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明
書等の準備､ 各金融機関にある株式や預貯金等の換金・名義変更等､
実に煩雑な諸手続が待っており､ 相続人にとって大きな負担となり
ます｡
この ｢遺言書の作成｣ ｢保管｣ から実際の相続時における ｢遺言
執行｣ までを一括して代行するサービスが ｢遺言信託｣ になります｡
住友信託銀行では､ 長年の経験・ノウハウを活かし､ この ｢遺言
信託｣ をはじめ､ 皆さまの資産運用・管理における総合的なコンサ
ルティングを実施しています｡ 特に各支店に配属されている ｢財務
コンサルタント｣ は､ より専門的な知識・ノウハウにより､ 皆さま
の資産運用・管理に関してオーダーメイドのコンサルティングを行っ
ています｡
横浜支店においても､ 財務コンサルタント２名が､ 日々皆さまの
相続・不動産・資産運用等における幅広いご相談を承っております｡
場所は横浜駅西口 (高島屋並び) になります｡ 是非一度お気軽にお
立ち寄り下さい｡




 


＜お申込み時＞基本手数料：105,000円
＜遺言書保管中＞遺言書保管料：毎年10,500円
＜遺言執行時＞遺言執行報酬：所定の報酬を申し受けます｡
(最低報酬額1,050,000円)
例：相続財産の価額 1 億円の場合：1,837,500円
※相続財産の価額のうち当社預金等をご契約いただいている場
合は手数料の優遇が適用されます｡
例：相続財産の価額 1 億円 (内､ 当社預金等5,000万円) の場
合：1,207,500円
2008年 4 月 1 日現在 (すべて税込み)

RI とクラブと地区は適切な言語でウェブサイトを維持し､ ロー
タリー・ワールドワイト・ウェブへのリンクを設けるべきであるこ
とを規定する件
国際ロータリー細則を次のように改正する (手続要覧第228ペー
ジ)｡
第21条

ロータリー・ワールドワイド・ウェブ理事会はワールドワ

イド・ウェブに RI のサイトを開き､ 維持する責任がある｡ このウェ
ブサイトはロータリー・ワールドワイド・ウェブと称され､ 理事会
が承認した幾つかの言語で開かれるものとする｡ 基本となるウェブ
サイトは英語で開かれ､ ロータリー・ワールドワイド・ウェブと呼
ばれる｡ このウェブの目的は理事会が RI の目的とロータリーの綱
領を推進するのを助けることである｡ 国際ロータリー､ 地区､ およ
びクラブは適切な言語によるウェブサイトを維持するよう強く奨励
され､ 可能な場合､ こうしたウェブサイトにロータリー・ワールド
ワイド・ウェブへのリンクを設けるものとする｡

 

ロータリーのウェブサイトに､ Ｅクラブへの目立つリンクを設け
ることを検討するよう､ RI 理事会に要請する件

よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
RI 定款､ RI 細則､ ロータリー章典上で､ 意味が不明解な語彙を削
除するか､ あるいは､ 議論を引き起こしたり､ 意味が不明解である
語彙を解説した標準的単語の一覧表を代わりに記載することを検討
することとする｡

ロータリーＥクラブは正会員であるロータリアンが例会のメーク
アップをし､ 出席義務を維持する素晴らしい機会を提供している｡

 


ロータリーＥクラブを利用することによって､ メークアップを目
的としたユニークで教育的な場が提供される｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
RI ウェブサイトのホームページにロータリーＥクラブへの目立つ
リンクを設けることを検討することとする｡

出版物 (の番号) に10進法を使うことを検討するよう､ RI 理事
会に要請する件
国際ロータリーとロータリー財団から送付されるロータリー出版
物の題名や情報の種類は莫大である｡

 

クラブが使用するために､ インターネットのソフトウェアとプラッ
トフォームを提供することを検討するよう､ RI 理事会に要請する
件

多くのロータリアンが情報を求めるため､ クラブや地区がロータ
リー関係の題名を資料庫に保管し､ 調べることは非常に困難である｡
すべてのクラブと地区､ 国際ロータリー､ ロータリー財団､ およ
び個人のロータリアンの記録のために文庫や資料庫を設置するとい
うのは名案である｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､

ウェブ上のオンライン電子会議で人々が行うさまざまな種類のコ
ミュニケーションは､ ロータリーにも新しい手段を提供している｡

国際ロータリーとロータリー財団の出版物に10進法を使い､ 重要な
資料の保存､ 検索､ 管理が容易になるよう検討することとする｡ す

今後の発展と会員基盤を確実に維持するため､ ロータリーは､ 現

べての出版物の目録はこのシステムで作成されるものとする｡ これ

代の電子コミュニケーションの方法やシステムの利用に慣れ親しん

により､ 既存出版物の内容を､ クラブ､ 地区､ および個々のプロジェ

でいる現在の若い世代のロータリアンや新しい会員候補者にとって､

クトの資料に添えることができる｡

興味を引くような機会を与えることができなければならない｡
ワールド・ワイド・ウェブを既に活用する試験的ロータリー・ク

 


ラブは､ 充実した効果的なロータリーの活動行い､ 友情を育むこと
が可能であること､ また､ さまざまな種類のオンライン会議の技術

ロータリーが認めている各言語で明確に示されるロータリーのプ

を駆使することで､ ロータリーの精神の下､ ロータリー・クラブの

ログラムや活動を設けることを検討するよう､ RI 理事会に要請す

新たな運営様式を創造することができることを実証している｡

る件

さまざまな試験的プロジェクトの中で､ 個々のインターネット会

ロータリーのプログラムと活動の一部は､ 英語の呼称 (SHARE―

議のプラットフォームを取得するのは､ 単一のクラブにとって大変

シェア) や RYLA (Rotary Youth Leadership Awards ―ロー

高価であり､ 実現が難しいことが明らかとなった｡
１つのクラブは､ 通常一週間にわずか２時間だけこのような会議

タリー青少年指導者養成プログラム)､ PETS (President-elect
Training Seminars―会長エレクト研修セミナー)､ 3-H (Health,

の設備を必要とするが､ これと同じサイトを24時間共有できるよう

Hunger, Humanity―保健､ 飢餓､ 人間性尊重)､ YEP (Youth

な会議サイトを必要とする｡ また､ これらのクラブとは､ 同じ地区

Exchange Program―青少年交換プログラム)､ YEO (Youth Ex-

または別の地区､ あるいは､ 同じ時間帯または別の時間帯で異なる

change Officer―青少年交換役員)､ GETS (Governorelect Train-

会議時間を設定するクラブのことである｡

ing Seminars―ガバナー・エレクト研修セミナー) など英語の呼

会議にかかる経費や､ ロータリー会合への旅費は､ クラブのみに
限らず､ 地区､ ゾーン､ RI などより広範囲で削減することができ､
よって､ 国際ロータリーの資金を維持することになる｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
クラブとロータリー全体が使用するためのインターネットを基盤と
した会議用ソフトウェアとプラットフォームを取得し､ これを提供
することを検討することとする｡

称から派生した略語を使っている｡
このような呼び方が他の言語にはない場合､ そのプログラムを理
解することは困難である｡ PETS はロータリー・クラブの会長エレ
クトのみを対しているものの､ 多くのラテン諸国のロータリアンは､
会長エレクト､ 会計､ 幹事を混同させている｡
この理解の不十分さは､ このような重要なプログラムや活動に対
する支援を弱める可能性がある｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､

 


ロータリーの公式言語から派生した略語に付け加え､ 各公式言語を

RI 定款､ RI 細則､ ロータリー章典上で､ 意味が不明解な語彙を

に応じて英語の標題と略語を括弧内に記すことを検討することとす

明確にすることを検討するよう､ RI 理事会に要請する件
RI 定款､ RI 細則､ ロータリー章典上､ 数箇所において､ 矛盾し
た､ あるいは意味が不明解な語彙が含まれている｡
これらの単語の解釈は､ 時に､ 参考とされる司法的因習によって
異なる｡

使って表現したロータリーのプログラムや活動の呼称に対し､ 必要
る｡









