
「世界エイズデー２０１０ in 和歌山」
来たる１１月２７日（土）１３時～１６時ＪＲ和歌山駅前わかちか広場にてエイズ予防啓発事業（第２６４０地区社会奉

仕活動）が開催されます。 社会奉仕委員会　上中　崇司 委員長

お 知 ら せ
大勢の皆様の

ご参加をお願いします。

●メイキャップ状況●（敬称略）

１１月１１日（木）和歌山城南Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸、松田　弘治
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「地域を育み 大陸をつなぐ」

「地域に広げよう、友情の輪」
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 11月18日（木） クラブフォーラム 「Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表②」
和歌山南Ｒ．Ｃ． 11月19日（金） 第４回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
和歌山中Ｒ．Ｃ． 11月19日（金） フリートーキング
和歌山北Ｒ．Ｃ． 11月22日（月） 卓話 「最近の司法関係の話題について」 弁護士　有田　佳秀さん
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 11月22日（月） 休会
和歌山Ｒ．Ｃ． 11月23日（火） 祝日休会
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 11月23日（火） 祝日休会
和歌山西Ｒ．Ｃ． 11月24日（水） ロータリー財団月間にちなんで　卓話　２００９－２０１０Ｒ．財団奨学生　大西　慶美さん
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 11月24日（水） 卓話 「音楽療法②」 

和歌山市民オペラ協会　会長　和歌山音楽療法研究会　理事長　多田　佳世子さん

会 長 報 告  野上　泰造 会長
皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。
橋本ロータリークラブの石脇様、溝端様、ようこそお越し下さいました。ごゆっくりと例会を楽しんで
下さい。
地区大会へご参加頂いた方々には、ご苦労様でした。有意義な地区大会であったと思います。
ここで皆様方には、悲しい報告をしなければなりません。元会員の、嶋忠弘さんがお亡くなりになり

ました。残念なことです。詳しい報告は、後ほど幹事からお伝え致しますが、ご冥福をお祈りします。
さて、私は小さな測量会社を営んでいますが、日本の全図を初めて作った伊能忠敬と云う人が１７４５年に、下総の
国に生まれ、１８歳で伊能家へ婿養子に入り、酒と醤油の醸造を営み、かなりの財産を築きました。忠敬は幼い頃から
天文や地理に興味を持ち、５０歳で家業を息子に譲り、日本全土の測量を始めました。７４歳で亡くなるまで、地球を約
２周するほど歩き２１４枚の地図をつなぎ合わせ日本地図を完成させました。その精度は、１万分の１を超え、現在の基
準でも充分通用するものです。しかし、体力の衰えにより蝦夷地（現北海道）の一部を間宮林蔵に任せました。その部
分に付いては大きな誤差があるようです。当時サハリン（樺太）とロシアはつながっていると思われていましたが、実際
には離れており、間宮海峡が発見されました。そして間宮の名前は永久に残ることになりました。
シーボルトが国外に持ち出した伊能図の写本は、日本に開国を迫った際にマシュー・ペリーも持参しています。ペリー
はそれを単なる見取図だと思っていたが、きちんと測量した地図だと知り、驚愕したと云われています。

幹 事 報 告  古屋　光英 幹事
①　 訃報のお知らせ。元会員の嶋忠弘氏が逝去されました。通夜式は午後７時より、告別式は明日
午後１時より吹上ホールにてとりおこなわれます。

②　 地区大会が１１月６～７日に開催されました。６日の土曜日はガバナー補佐、会長、幹事が出席、
７日は９名が参加しました。資料を回覧します。

③　 地区から、世界エイズデー２０１０ ＩＮ 和歌山協力のお願いがきています。
　　 １１月２７日（土）１３時～１６時まで、ＪＲ和歌山駅前わかちか広場にて開催致します。昨日の会長・
　幹事会で、時間の許す方はご参加お願いします、とのことです。

④　 地区から、ＧＳＥさよならパーティご参加のお願いが来ています。　回覧します。

●クラブフォーラム「Ｒ．財団」
●卓話
 ２０１１－２０１２年度Ｒ財団国際親善奨学生　岡崎　大輔さん
●お誕生日御祝い
楠本　章さん   １１月１７日 吉田　篤生さん   １１月２９日

●ピアノ演奏
やさしさにつつまれて（キャサリン．ロリン）
すてきな気持ち（キャサリン．ロリン）

●卓話「四方山話」 当クラブ会員　岡野　年秀さん

●卓話「遺言のすすめ」
 和歌山公証人合同役場公証人　浦　文計さん

●ロータリーソング 黒田　純一 ソング委員長
「奉仕の理想」

●ビジター紹介 赤井　雅哉 親睦委員長
橋本Ｒ．Ｃ．　石脇　正雄さん　溝端　荘悟さん

●出席報告 真野　賢司 出席副委員長
会員数  ４９名（内出席規定適用免除会員１１名）

11月11日（本　日） ３３名 ７３．３％
10月28日（メーキャップ後） ４２名 ９１．３％

本日の例会

次回の例会

前回の例会 11月18日（木）

 11月25日（木）

 11月11日（木）

伊藤　裕通さん 長い間例会を休ませて頂き元気になりました。これからは出席得る限り出席させて頂きます。
玉置　博康さん 近畿大会の日当です。
岡野　年秀さん ホール・イン・ワン記念コンペを祝賀会を開催して頂きました。ありがとうございます。
谷口　文利さん 浦先生、本日宜しくお願いします。
野上　泰造さん 浦先生、お話を楽しみにしています。
古屋　光英さん 浦先生、本日卓話よろしくおねがいします。
山本　進三さん 浦先生、本日卓話よろしくお願いします。

東ロータリークラブ有志一同

  岡野さんホール・イン・ワン記念パーティの
余剰金として。

阪神タイガース応援団一同

 浦先生、本日よろしくお願いします。

〔皆出席表彰〕
山東　勝彦さん　１年皆出席
松田　洪毅さん　　　　〃

ありがとうございました

本日の累計  ５６，７００円（計9名 11件）（お誕生日お祝い ２２６，０００円  皆出席表彰 ３０，０００円  その他 9３２，11５円）  累計額  1，1８８，11５円

ニコニコ箱

おめでとうございます！

青少年・高齢者委員会 中山　恒夫 委員長
１１月２０日（土）は、恒例の青少年健全育成啓発活動のサビオ配りをＪＲ和歌山駅前で13時30分から
行います。追っ手皆様方にはＦＡＸにてご案内させて頂きますので、ご協力宜しくお願い致します。

委員会
報告



2. みんなに公平か

1. 真実かどうか

4. みんなのためになるかどうか

3. 好意と友情を深めるか

  一特に遺言が必要な場合一

①　夫婦の間に子供がいない場合
　夫婦間に子供がなく、遺産のすべてを永年連れそっ
た妻に相続させたいときは、遺言が必要です。
　遺言がなければ、相続人が妻と兄弟姉妹の場合は、
妻の相続分は４分の３で、残りの４分の１は兄弟姉妹が
相続することになります。

②　息子の妻に財産を贈りたい場合
　息子の妻は、夫の両親の遺産については、全く相
続権はありません。

③　先妻の子供と後妻がいる場合
　→遺言をして、未然に紛争を防止する必要がある。

④　内縁の妻の場合
　内縁の妻には、夫の遺産についての相続権は全く
ありません。

⑤　相続人が全くいない場合
　→特別な事情がない限り遺産は国庫に帰属。

⑥　その他
　個人企業や農業を特定の相続人に承継させたい場
合などは、遺言が必要です。

尊厳死宣言公正証書
本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であるこ

とを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第１条　 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家

族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。

１　 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む２名以上の医師に

より診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。

２　 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死

亡時期が早まったとしてもかまいません。

第２条　 私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らか

な死を迎えることができるよう御配慮ください。

第３条　 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に

従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族

や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることの

ないよう特にお願いします。

第４条　 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態

にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
 

公正証書作成例卓　話

遺言のすすめ 和歌山公証人合同役場　公証人　浦　文計 先生

積善の忘備録 三毛　理一朗 会員
紀三井寺球場では、グランド整地用機動車が現在３台稼働しています。
今球場では最も必要とするものは何か？と県高校野球連盟審判長を勤める玉置博康氏が現役の立場から

その必要性を求めているものは上記グランド整地機動車であると常々感じておられたことと想像されます。
玉置氏は自費を投じてその高価な車を先ず一台寄贈されました。その車の寄贈者は「和歌山東ロー

タリークラブ」としてです。贈呈式には時のクラブ会長が出席し贈呈しました。
その後、年を経て２台目も寄贈なされましたが前回と同様の様式をとられました。
更に重ねて尚一台、合計３台あれば好都合ということで、この夏（２０１０年）の県下高校野球連盟の優
勝野球大会に３台目を寄贈され、大会の開会式場での贈呈式には当クラブより会長が出席され我がクラ
ブよりの寄贈品として贈呈式に臨まれ、この事は新聞紙上にも記事として報ぜられました。その件につ
いては、会長報告で「去る７月１１日に高校野球の開会式に出席し、グランド整備車を寄贈して来ました。
玉置審判長は４０名の審判員をよく統率されております…」と報告されております。
上記の件についての現実は我がクラブの面子を立てて、クラブが贈与した如くになってはおりますが、
真実は玉置会員個人がクラブに花を持たせた実據であることは皆さん詳しくはご存じないと思いますの
で、私から斯様な事の次第を同氏の承諾も得ずに勝手に会員諸兄に披露する僭越は折角の玉置氏の善
意に相反し、同氏の忌諱に触れるかも知れませんが無礼を承知の上で披露申し上げます。以って私共
の亀鑑とすべき快挙と思いますので、玉置様、折角の匿名の善意を犯す非をお許し下さい。
更にもう一件。我々は日常例会場で使用しているグランドピアノは藤田昌宏会員の尊父、故藤田勇勝

会員の御寄贈によるもので、この事は古い会員では承知しているはずですが、相当年月を経て居り殆ど
の皆さんにはご存じないと思われますので蛇足とは存じましたが、何時までも皆で語り継いで行くべきと
思いますので僭越ですが此の際お伝えしておきます。
以上の如き積善の美徳は何時までも語り継がれますことを念じ敢てご紹介しました。
ＨＥ  ＰＲＯＦＩＴＳ  ＭＯＳＴ  ＷＨＯ  ＳＥＲＶＥＳ  ＢＥＳＴ
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