
第２３３４回例会報告議事録
日時　２６年４月８日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	第２７９０地区	ガバナー補佐	風澤俊夫様
	 第２７９０地区	ガバナー補佐幹事	中山浩一様

２２名出席（全員で２６名）　出席率８４.６％
高橋会員（代理）出席報告

　週報の裏に報告が載っておりますが、先週は理事会がありました。酒井会
員のご自宅にロータリーのものが保管されていたので、星野会員と鈴木会員
と荒井幹事の３名に荷物を精査して頂き、処分して頂きました。
　地区研修協議会は４月２９日（火・祝）にあります。
　来週１６日に分区の合同例会が三井サンガーデンで点鐘６時であります。昼
間はゴルフコンペがございますので、出席の方よろしくお願い致します。
　次年度に５０周年を控えております。星野会員が実行委員長になってくださ

り、今日も例会後に数名で話し合いを行います。
　先週は南クラブさんの観桜例会に荒井幹事、松本会員、上村文明会員、志賀会員、服部会員、
丸田会員で参加して参りました。天候もよく桜がきれいでした。
　５月に親睦で京都旅行を予定しています。出席の方よろしくお願い致します。
　今日も防水の工事を３階の屋上でやっていましたが、風もなく暖かく気持ちがいい中、工事を
やらせていただきました。防水工事は種類がたくさんあり、建物の形や構造により工事の中身が
変わってきます。シート防水、ウレタン防水、ＦＲＰによる防水等いろいろあります。ＦＲＰは手漕
ぎボートの裏側等でよく使われており、最近はよく戸建の建て売りで使われています。ただ、よく
燃えます。工事用の電球を落としただけで引火して燃える程燃えやすいです。だんだんネタがなく
なってきたので、午前中にした仕事の話をさせていただきました。ありがとうございました。

米田会長会長挨拶

　先日、ＪＴＢに行って参りました。５月末の京都は混んでおり、ホテルをある程
度押さえなければならなかったので、その場で皆さんに出欠の確認をさせてい
ただきました。２５、６人の方が参加できそうです。
　朝８時台の電車に乗って行くことになります。木村会員が京都に詳しいそう
なので、ある程度内容が決まって参りました。今週中には詳細をファックスでお
送りします。
　星野会員は結婚４５周年、瀧日会員は結婚５５周年、おめでとうございます。

星野会員より
　昨年は一年間越せるかどうかと言うような大きな病気をしました
が、元気になり今に至っています。昨日だったか、うちのかあちゃんに
「この年になると私たちは他人だよ」というようなことを言われまし
た。ただ、孫が小さいものですから、毎朝、じいちゃん、じいちゃんと
呼ばれて飛び起きて階段まで行って連れてくる毎日で嬉しい年にな
っています。今日はありがとうございました。

瀧日会員より
　５５年と聞いて皆さん、うぉーとおっしゃっていましたが、私もうぉ
ーという感じです。５０年の金婚式は子ども達がお祝いしてくれまし
た。川柳で「お互いに急所に触れず添い遂げる」というのがありま
す。胸にぐさりと刺さるようなことは言ってはいけないんです。そんな
調子でなんとか５５年持ちました。ありがとうございました。

小池委員長親睦委員会報告

　今日は度々顔を出しなさいということで来させていただきました。もう一度６
月１０日に一年間無事に終わりましたということで表敬訪問的に寄させてもら
います。
　会員増強については、こちらのクラブは一年間で４名様も新規入会された
とのことですが、千葉県はどうなっているかと言いますと、昨年の７月１日には
２７０３人、２月末には２７７１人で　した。
６８人純増になっております。３月末は支店長さん等で辞められる方もいらっ

しゃるのですが、こちらは純増の方に大変貢献していただいたと、ありがたく思います。
　世界的な有名人が「ポリオがもうちょっとで終るよ、がんばろう」というサインの写真を最近よく
見かけます。インドは収束宣言を致しました。医師団が近づけない紛争国があり撲滅には至って
いませんが、撲滅が終って２、３年経ったら、ロータリークラブが団体としてノーベル平和賞をもら
えるんじゃないかという噂も出ております。お金のかかることもまだまだありますが、よろしくお願
い致します。
　来週のゴルフと合同例会を楽しくやっていきたいと思います。

第２７９０地区 ガバナー補佐　風澤俊夫 様ご挨拶

　来週４月１６日は２７９０地区の親睦ゴルフと合同例会がございますので、
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。アトラクションを用意して
おりまして、ライブハウスにいながら食事をしているような雰囲気にしたいと思
っております。由紀さおりさんのライブの後ろでパーカッションを演奏されてい
る、はたけやま裕さんという女性ミュージシャンをお迎えしております。

第２７９０地区 ガバナー補佐幹事　中山浩一 様ご挨拶 お名前 メッセージ 金　額
風澤ガバナー補佐 御挨拶 ５,０００円　
鎌田会員 例会欠席してすみませんでした。 １,０００円　
鈴木会員 初孫が一年生になります。 １,０００円　
瀧日会員 結婚５５周年のお祝いを頂き、ありがとうございました。 １,０００円　
星野会員 結婚祝いをありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 ９,０００円　
今期累計 ４２２,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

・来週の例会は水曜の合同例会になりますので、ご注意ください。
・親睦ゴルフ大会の組合せやスケジュールについては後日FAX致します。

荒井幹事幹事報告

　泊まる所は京都市内はすでにいっぱいで、高雄という西山の山奥の方のもみ
ぢ家という渓谷に立つ旅館を押さえました。川床で食事ができるそうで、少し寒
いかもしれませんが屋内で食べるより風情があるのではないかと思います。
　行程は、一日目は嵐山方面のトロッコ列車で保津川を上り、保津川を船で下っ
てきて、その後旅館に戻り、二日目は京都の寺院を廻るような形になると思いま
す。９〜１７時まで４５人乗りのガイド付きのバスを押さえました。行きや帰りの
弁当代、二日間の昼食代も含め、ざっくりですが一人７万円前後になるかと思い

ます。帰りは６時頃の京都発の新幹線に乗り、８時半頃東京に到着になると思います。詳細が決ま
り次第ご連絡致します。

木村会員京都親睦旅行について



第２３３４回例会報告議事録
日時　２６年４月８日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	第２７９０地区	ガバナー補佐	風澤俊夫様
	 第２７９０地区	ガバナー補佐幹事	中山浩一様

２２名出席（全員で２６名）　出席率８４.６％
高橋会員（代理）出席報告

　週報の裏に報告が載っておりますが、先週は理事会がありました。酒井会
員のご自宅にロータリーのものが保管されていたので、星野会員と鈴木会員
と荒井幹事の３名に荷物を精査して頂き、処分して頂きました。
　地区研修協議会は４月２９日（火・祝）にあります。
　来週１６日に分区の合同例会が三井サンガーデンで点鐘６時であります。昼
間はゴルフコンペがございますので、出席の方よろしくお願い致します。
　次年度に５０周年を控えております。星野会員が実行委員長になってくださ

り、今日も例会後に数名で話し合いを行います。
　先週は南クラブさんの観桜例会に荒井幹事、松本会員、上村文明会員、志賀会員、服部会員、
丸田会員で参加して参りました。天候もよく桜がきれいでした。
　５月に親睦で京都旅行を予定しています。出席の方よろしくお願い致します。
　今日も防水の工事を３階の屋上でやっていましたが、風もなく暖かく気持ちがいい中、工事を
やらせていただきました。防水工事は種類がたくさんあり、建物の形や構造により工事の中身が
変わってきます。シート防水、ウレタン防水、ＦＲＰによる防水等いろいろあります。ＦＲＰは手漕
ぎボートの裏側等でよく使われており、最近はよく戸建の建て売りで使われています。ただ、よく
燃えます。工事用の電球を落としただけで引火して燃える程燃えやすいです。だんだんネタがなく
なってきたので、午前中にした仕事の話をさせていただきました。ありがとうございました。

米田会長会長挨拶

　先日、ＪＴＢに行って参りました。５月末の京都は混んでおり、ホテルをある程
度押さえなければならなかったので、その場で皆さんに出欠の確認をさせてい
ただきました。２５、６人の方が参加できそうです。
　朝８時台の電車に乗って行くことになります。木村会員が京都に詳しいそう
なので、ある程度内容が決まって参りました。今週中には詳細をファックスでお
送りします。
　星野会員は結婚４５周年、瀧日会員は結婚５５周年、おめでとうございます。

星野会員より
　昨年は一年間越せるかどうかと言うような大きな病気をしました
が、元気になり今に至っています。昨日だったか、うちのかあちゃんに
「この年になると私たちは他人だよ」というようなことを言われまし
た。ただ、孫が小さいものですから、毎朝、じいちゃん、じいちゃんと
呼ばれて飛び起きて階段まで行って連れてくる毎日で嬉しい年にな
っています。今日はありがとうございました。

瀧日会員より
　５５年と聞いて皆さん、うぉーとおっしゃっていましたが、私もうぉ
ーという感じです。５０年の金婚式は子ども達がお祝いしてくれまし
た。川柳で「お互いに急所に触れず添い遂げる」というのがありま
す。胸にぐさりと刺さるようなことは言ってはいけないんです。そんな
調子でなんとか５５年持ちました。ありがとうございました。

小池委員長親睦委員会報告

　今日は度々顔を出しなさいということで来させていただきました。もう一度６
月１０日に一年間無事に終わりましたということで表敬訪問的に寄させてもら
います。
　会員増強については、こちらのクラブは一年間で４名様も新規入会された
とのことですが、千葉県はどうなっているかと言いますと、昨年の７月１日には
２７０３人、２月末には２７７１人で　した。
６８人純増になっております。３月末は支店長さん等で辞められる方もいらっ

しゃるのですが、こちらは純増の方に大変貢献していただいたと、ありがたく思います。
　世界的な有名人が「ポリオがもうちょっとで終るよ、がんばろう」というサインの写真を最近よく
見かけます。インドは収束宣言を致しました。医師団が近づけない紛争国があり撲滅には至って
いませんが、撲滅が終って２、３年経ったら、ロータリークラブが団体としてノーベル平和賞をもら
えるんじゃないかという噂も出ております。お金のかかることもまだまだありますが、よろしくお願
い致します。
　来週のゴルフと合同例会を楽しくやっていきたいと思います。

第２７９０地区 ガバナー補佐　風澤俊夫 様ご挨拶

　来週４月１６日は２７９０地区の親睦ゴルフと合同例会がございますので、
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。アトラクションを用意して
おりまして、ライブハウスにいながら食事をしているような雰囲気にしたいと思
っております。由紀さおりさんのライブの後ろでパーカッションを演奏されてい
る、はたけやま裕さんという女性ミュージシャンをお迎えしております。

第２７９０地区 ガバナー補佐幹事　中山浩一 様ご挨拶 お名前 メッセージ 金　額
風澤ガバナー補佐 御挨拶 ５,０００円　
鎌田会員 例会欠席してすみませんでした。 １,０００円　
鈴木会員 初孫が一年生になります。 １,０００円　
瀧日会員 結婚５５周年のお祝いを頂き、ありがとうございました。 １,０００円　
星野会員 結婚祝いをありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 ９,０００円　
今期累計 ４２２,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

・来週の例会は水曜の合同例会になりますので、ご注意ください。
・親睦ゴルフ大会の組合せやスケジュールについては後日FAX致します。

荒井幹事幹事報告

　泊まる所は京都市内はすでにいっぱいで、高雄という西山の山奥の方のもみ
ぢ家という渓谷に立つ旅館を押さえました。川床で食事ができるそうで、少し寒
いかもしれませんが屋内で食べるより風情があるのではないかと思います。
　行程は、一日目は嵐山方面のトロッコ列車で保津川を上り、保津川を船で下っ
てきて、その後旅館に戻り、二日目は京都の寺院を廻るような形になると思いま
す。９〜１７時まで４５人乗りのガイド付きのバスを押さえました。行きや帰りの
弁当代、二日間の昼食代も含め、ざっくりですが一人７万円前後になるかと思い

ます。帰りは６時頃の京都発の新幹線に乗り、８時半頃東京に到着になると思います。詳細が決ま
り次第ご連絡致します。

木村会員京都親睦旅行について
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

今週の表紙「山階鳥類研究所」千葉県我孫子市高野山115番地
日本で唯一の鳥類専門の研究所です。ヤンバルクイナの発見などで知られています。
創立者である山階芳麿が皇族出身であることから皇室との縁が深く、総裁に秋篠宮文仁親王殿下を迎え、
紀宮清子内親王殿下が研究員として平成17年まで13年間お勤めになったことで有名な研究所です。

山階鳥類研究所 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　瀧日会員の川柳ですが、急所に触れたらどうなるんですかと尋ねたら「相
方の急所に触れて逃げられる」というお話しでした。瀧日会員が５５年間添い
遂げられたのは、ご立派な人格の賜物です。私は３８年ですので、無事４０年
を迎えお祝いをいただければと思います。
　先日、司法書士の話をさせていただいて、なんとなく途中だったものですか
ら、続きをさせていただきます。原稿の用意もありませんので、とりとめのない
話になると思います。

　昨日今日とちょっとストレスのかかる話が２つありました。
　昨日は、ある仲介業者さんから、服部先生の方で半年くらい前に葬儀の手続きをされたそうで
すが名義が変わっていませんよ、亡くなられた方の名義が残っていますよ、と言われました。結論
としては仲介業者さんの間違いだったのですが、その登記簿の土地は道路で所有者は３９人の
共有でした。抹消されると担保設定の所に線が引かれて抹消済みであるということを表すのです
が、所有者の所には線が引かれません。本当に訂正を漏らしたのかなと半信半疑でしたが、仲介
業者の方が亡くなられた方の名前の所だけを見て電話をかけてこられたのでした。確認のために
ファックスを３５枚送って来られました。最後のページに名前が載っていたのですが、仲介業者さ
んが見方を知らなかったのでした。
　もうひとつは東京の会社から役員の登記の依頼を受けているのですが、その会社の子会社が
ふたつあり、一つは私の方に、もう一つの方は別の司法書士さんに依頼がいっているようです。取
締役の総取っ替えの場合は、取締会議事録の印鑑が実印で必要になり印鑑証明書をつけない
といけません。が、もう一方の司法書士さんはいらないとおっしゃいました。
　司法書士と行政書士の違いについてお話しします。司法書士は司法機関に対するいろんな手
続きの代理をするのが司法書士です。行政書士さんは国の省庁、自治体等の行政機関に対する、
建設業の許可、宅建業の許可の手続き等の代行をします。権利義務に関わる書類の作成、たと
えば示談書の作成等も行政書士さんが行います。会社を設立する時の定款の作成もします。なわ
ばり争いのような側面もありますが、基本的に司法書士は司法機関、行政書士は行政機関に対
する手続きの代理を行います。
　無料相談に行くと、税金がいくらかかるかというような相談が多いです。
　会社の登記についてですが、日本には３００万社会社があります。平成１８年に会社法という法
律ができ、有限会社もすべて株式会社になり、有限会社を新たに設立することはできなくなりまし
た。有限会社を持っていらっしゃる方は、株式会社に移行することができますが、大変貴重なの
でそのまま有限会社で持っておられた方がよいと思います。
　有限会社の登記簿を眺めていただくと、法務局が職権で統治した項目が３つくらいあります。
出資の口数、総額と書いてあったのが資本金に、出資の口数何口といのが発行済株式数と変わ
りました。株式の譲渡制限というものが登記されています。有限会社の良い所は決算広告をしな
くてよい点、役員の任期に制限がない点です。

服部会員卓話


