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会 長 報 告 � 　田原　久一�次期会長
皆様、こんにちは。代理の会長報告を申し上げます。
本日は、会長野上さん、副会長宮本さんが各々の出張で欠席されましたので、突然の会長報告に

なります。
今勉強中でございまして本日は、何もネタはありませんが、今月１９日に（会長エレクト研修セミナー）

ＰＥＴＳ（ペッツ）がいよいよ始まります。
恥ずかしい話ですが、過去の会長経験者さんの話の中でＰＥＴＳ・ＰＥＴＳと言う単語を聞いておりましたが、最近まで

良く解りませんでした。
ＰＥＴＳを受講しないと、会長になれないと手続要覧に書いてありました。
地区のほうでは、まだ、もめているらしく、ＰＥＴＳの案内状が、別々に届きました。ＰＥＴＳの受講が終わりましたら、

また報告致します。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事
松本空港ロータリークラブから、３月３１日～４月１日に１４名が当クラブを訪問されます。３月３１日は

花見例会の席にて親睦会を開催、４月１日は９名がサンリゾートカントリークラブで親睦ゴルフ、５名が
観光となります。観光その他については、今日の理事会にて決定します。皆様方の協力宜しくお願い
します。４月１日は県会議員の告知日にもあたっております。多くのメンバーの参加宜しくお願いします。

さる３月５日、６日に地区のライラセミナーが高野山恵光院にて開催、こばと学園から２名、当クラブから会長はじめ７
名参加しました。野井会員は泊まりでフル参加して下さいました。１００年の森林（もり）に高野槇の植樹をしました。今
現状の写真の中で２．５ｍの柵を、鹿被害のため張りめぐらしています。写真・プログラム・資料。…回覧します。
こばと学園便りが来ています。…回覧します。
本日、例会終了後理事・役員会を３Ｆにて開催いたします。

●卓話「犯罪被害者の現状と支援について」
 紀の国被害者支援センター　事務局長　浅利　武さん

●お誕生日お祝い
中野　久生さん　３月２０日　古屋　光英さん　３月２９日

●ピアノ演奏
Ｂｌｕｅ  Ｂｉｒｄ（コブクロ）
Ｈｅｙ  和（ゆず）

本日の例会 � 3月17日（木）

●卓話「桜、紫陽花の豆知識」
 元緑化センター　センター長　後藤　芳則さん

次回の例会 � 3月24日（木）

●卓話「成年後見制度について」
 和歌山地方法務局  戸籍課  戸籍課長　小坂　雄二さん

●ロータリーソング 黒田　純一 ソング委員長
「奉仕の理想」

●出席報告 真野　賢司 出席副委員長
会員数  ５０名（内出席規定適用免除会員１１名）
３月１０日（本　日） ３６名 ８３．７％
２月２４日（メーキャップ後） ４０名 ８８．９％

前回の例会 � 3月10日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 3月17日（木） 卓話 「世界理解月間にちなんで」 

第２６４０地区財団研究グループ小委員会　委員長　中川　優さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 3月18日（金） 卓話　和歌山県福祉健康部健康局長　雑賀　博子さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． 3月18日（金） 年男卓話
和歌山北Ｒ．Ｃ． 3月21日（月） 祝日休会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 3月21日（月） 祝日休会
和歌山Ｒ．Ｃ． 3月22日（火） 卓話 「その時の自分に合う色は」 カラーコーディネーター　中川　保子さん
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 3月22日（火） 　
和歌山西Ｒ．Ｃ． 3月23日（水） 「次年度の抱負」 寺坂　義章会長エレクト
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 3月23日（水） 新入会員卓話

巨大地震発生
　３月11日14時46分頃に三陸沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地震が発
生しました。
　この地震により宮城県栗原市で震度７、宮城県、福島県、茨城県、栃木県で
震度６強など広い範囲で強い揺れを観測しました。
　また、太平洋沿岸を中心に高い津波を観測し、特に東北地方から
関東地方の太平洋沿岸では大きな被害がありました。
　気象庁はこの地震を「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」と
命名しました。（気象庁）

玉置　博康さん 県高野連からの旅費です。
玉置　博康さん 智弁学園壮行会の旅費です。
田原　久一さん 本日、会長代理をさせていただきます。
谷口　文利さん 小坂さん、本日卓話宜しくお願いします。
岸裏　廣澄さん 貴重な時間を頂き申し訳ございません。
亀田　直紀さん 家内にお花をありがとう。
乾　　敦雄さん 妻に素敵なお花ありがとうございました。
藤井　義宣さん 大へんお世話になりました。
後　　亮　さん  お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳

ありませんでした。
  歓迎会を開いて下さり、本当にありが

とうございました。
  若輩者ではありますが、今後ともどう

ぞ宜しくお願いします。
古屋　光英さん  地区のライラに参加していただきあり

がとうございます。
Ｉ.Ｄ.Ｍ.組一同 残金です。

阪神タイガース応援団一同
  もうすぐ開幕です。応援よろしくお願

いします。
〔皆出席表彰〕
村田　昌之さん　１年皆出席表彰
八幡　建二さん　　　　〃
山本　進三さん　　　　〃
角谷　芳伸さん　　　　〃

ありがとうございました

本日の累計  ６７，０１０円（計１３名 １６件）（お誕生日お祝い ４７５，０００円  皆出席表彰 １１０，０００円  その他 １，７９５，１０５円）  累計額  ２，３８０，１０５円

ニコニコ箱

おめでとうございます！
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１�平成１２年４月１日改正施行
（従来）禁治産者、準禁治産者制度
「禁治産者」……心神喪失者（物事を見
分ける力が喪失している人）

「準禁治産者」……心神こう弱者（心神喪失ではないけ
れど、物事を見分ける力が乏しい人）
禁治産者・準禁治産者という呼び方
家庭裁判所で宣告されると戸籍に記載

　↓

国民感情として強い抵抗感

一人暮らしの世帯や夫婦だけの世帯が多くなっている。

２�「成年後見制度」とは、どんな制度か？
　「精神上の障害」がある人について適用されるが、身
体上の障害だけある人は適用されない。
　重い身体障害によって、「こちらの言っていることが分
からないし、その人自身も言いたいことが表現できない」
という人は対象にならない。
後見制度の対象者……認知症の方、知的障害のある人
（一般的には、お金の管理や読み書き、計算など日常
生活や学校生活を送る上で、頭脳を使う知的行動に支
障がある人）、精神に障害がある人（例：統合失調症の方）
　これらの人は、一般的に自分がした行為の結果を判
断する能力が不十分な人たちで、例えば、自分が所有
している土地や建物を売りたい、ある契約を結ぶ必要が
あっても、自分一人でやることは難しいという方で、善し
悪しの判断がつかないために、悪徳商法の被害にあう
おそれがあります。
　このような判断能力の不十分な人を保護して支援する

制度が「成年後見制度」です。

３�「成年後見制度にはどのようなものがあるか。」
　　　　　　　　　　　　　後見（禁治産者）

　　　　　　　　法定後見　保佐（準禁治産者）

　成年後見制度　　　　　　補助（新たにできた制度）

　　　　　　　　任意後見

　「法定後見」には、本人の判断能力の程度により、①
後見、②保佐、③補助という３つの制度がある。

　軽い　　　補助　　　保佐　　　後見 重い　

４�法定後見制度の対象者と申立人
（１）対象者
「後見」の対象者……日常の買い物を自分自身でできな
いため、誰かに代わってやってもらう必要のある人、家
族の名前や自分が住んでいる場所が分からないといっ

た日常的なことが分からなくなっている人、植物状態に
なっている人

「保佐」の対象者……日常の必要な買い物はできるけれ
ども、土地や建物を売ったり、買ったりすることや自宅を
新築したり改築しようとする場合、お金の貸し借りをする
といった重要な財産に関しての行為は、自分自身では
できなくて、誰かの援助が必要になる人
「補助」の対象者・・・後見や保佐ほどではないけれど、
土地や建物を売ったり買ったりするような重要な財産に

関する行為は、ひょっとしたら自分でできるかも知れな
いけれど、問題なくできるかというと心配な点があって、
本人の利益のために誰かに代わってやってもらった方が

いいのではないかと思われる人

（２）家庭裁判所に申立てをすることができる人
・ 本人、その配偶者、本人から見て４親等内の親族の
方

・ 身寄りのないとかで申立をする人がいない時は、市
町村長も申し立てることができる。

５�家庭裁判所における選任
申立て→　 本人にとってふさわしい人を選任するため、

できるだけ本人に説明をして、本人の気持
ちや希望を確認する機会を設けている。

　　　　　　① 本人の心や体の状態や生活や財産の
状況について

　　　　　　②本人との間に利害関係があるかないか

　　　　　　③ 本人の意見つまり裁判所は後見人とか
を選任するに当たっては、必ず本人に、
なぜ後見人とかを選任する必要がある

のか、選任されるとどういうことになる
のか

成年後見制度について� 和歌山地方法務局　戸籍課　課長 小坂　雄二さん

卓　話委員会報告

１.��識字率向上運動協賛お願いの件
 ３月度は識字率向上月間です。第２６４０地区社会奉仕委員会から協賛願いの連絡がありました。宜しくお願い致します。

記
 ①　募集物　書き損じ葉書（年賀葉書等）
　　 未使用切手（封筒、葉書に貼り付けた状態でも可）、未使用テレフォンカード（１度でも使った物は不可）、日本円（お
札、硬貨何れでも可）

　②　締切り　３月３１日　事務局迄
２.�ライラセミナー参加御礼（１０〜１１年度）
 ３月５日、６日に高野山、恵光院で開催された標記セミナーには、当クラブより２名の受講生（こばと学園）が出席しま
した。生徒は珍しい場所、又変化のあるカリキュラムの効果で楽しく良い経験をしたと好評のようでした。
今回は初めての試みで、社会奉仕委員会が教育の一部を担当しました。「ロータリー１００年の森林」の現場での「記念

植樹」の実施、又「森林セラピー」「二酸化炭素削減」「献血の必要性」等の教育会がありました。（教育世話、笹島、上中）
御礼　　野井　晋、岡野年秀、島公造、野上泰造、古屋光英、上中崇司、笹島良雄
遠路御参加賜り有難う御座いました。　　　　　　　　　　　　　　　文責　笹島

今月末、花見例会を開催致しますのでご出席宜しくお願いします。又親睦旅行は６月４日、５日に予定していますので、
ぜひ御参加お願いします。

毎年行っています、和歌山県青年僧の会の文化講演会が５月１４日和歌山市民会館で開催致します。その案内を５
部封筒に入れお渡ししていますので、ご案内宜しくお願い致します。

社会奉仕委員会� 　上中　崇司�委員長

親 睦 委 員 会� 　赤井　雅哉�委員長

� 　岸裏　廣澄�会員

転勤のご挨拶� 藤井　義宣�会員
２年前の７月に伝統ある和歌山東クラブに入会させて頂き、食事、ゴルフ、淡路島の旅行等楽しい
思い出が走馬灯の如く駆け巡っています。サラリーマンは悲しいかな、辞令一本で全国何処へでも行
かなくてはなりません。その時々、別れ、別れ、別れの連続で、参る時は良いのですが出るときは本
当に辛いです。本日、食事をご一緒する事は辛いので、ご挨拶だけでお許し頂きたく思います。

後任は沼津から来ます。年齢は４４歳と聞いています。若いですのでこき使って頂ければと思っています。本当にお
世話になりました。一生忘れません。　東京の本社の方へ参りますが、今後もロータリーの精神を胸に抱き、生きて行
きます。大変有難うございました。

米山功労者表彰（5回目）
村田　昌之さん

おめでとうございます！
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例　①Ａさんが「後見開始」の申立てをする。
　　② 裁判所が「後見」が相当か、「保佐」が相当かを判

断するが、難しい。
　　　　↓

裁判所は必要と認めたときに、本人の精神の状
況について、お医者さん等に鑑定をしてもらう。「後
見」と「保佐」は、原則鑑定が必要とされているが、
「補助」は原則鑑定する必要はないとされている。
 明らかに鑑定を要しない場合は鑑定しない。

　　③ 鑑定した結果、補佐人を選任すべきと裁判所が
判断したときは？

　　　　↓

　　　 後見開始の申立を保佐開始の申立に変更するよ
う伝える。

　　　　↓

　　　Ａさんが応じれば保佐開始の審判をする。

６�成年後見人等の同意が必要な行為
成年後見人等の取消が可能な行為
成年後見人等の代理権の範囲

（１）同意権
　家庭裁判所で選任された人は、例えば、本人がある
契約を交わす必要ができた場合に、それが本人にとっ
てプラスなのか、マイナスなのかを判断して、その上で、
プラスになると考えれば、本人が契約することに同意を
与えるという権利。
（２）取消権
　本人が裁判所で選任された人の同意を得ずにした法

律行為、例えば、本人が同意を得ないで契約した場合、
家庭裁判所で選任された人は相手方に対して、その契
約を取り消すことができることになる。取り消されると初
めから無効になる。
（３）代理権
　家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人は、
本人のためにある法律行為を行うとき、例えば、ある契
約を交わす必要ができた場合、それが本人にとってプラ
スになるのか、マイナスになるのかを判断して、その上
で本人に代わって相手の人と契約するといった権利

○ 後見人の同意が必要とされる行為にはどのようなもの
があるか。

　 　被後見人は、判断能力に欠ける人ですから、特に
後見人の同意が必要という行為はない。

　　↓

　 　被後見人自らが行った行為は、後見人の同意があ
るなしに関わらず、常に取り消すことができる。

　★　 ただし、「日常生活に関する行為」は取り消すこと
はできない。

　　　　↓

　　　（例） 日常の食料品や衣類などを買ったり（何十万
もする着物を買うことは該当しない｡）、電気
やガス代、水道代の支払いなど。

○ 後見人に与えられる、本人に代わってすることができる
「代理権」の範囲は。
　　↓

　 「財産に関するすべての行為」について、本人に代
わって後見人がすることができます。
　　　　↓

　　　預貯金の管理・払戻し
　　　土地・建物など重要な財産の処分
　　　遺産分割

　　　賃貸借契約の締結・解除
　　　 本人が日常の食料品や衣類を購入したり、電気

代やガス代を支払ったとしても後見人は取り消す

ことはできませんが、後見人が本人に代理して
食料品や衣類を買ったり、電気代やガス代を支
払ったりすることはできる。

○「保佐」「補助」
　特定の行為（例：介護契約及び入所契約）について、
同意権や代理権が与えられる。
　本人が保佐人や補助人の同意なしにした契約は、保
佐人や補助人は取り消すことができる。
　ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は、
後見と同様取り消すことができない。
○ 成年後見人等になる人は、法人でもよく、複数人がな
れる。

○成年後見人等の役割

　　↓

　判断能力が不十分な人を保護して支援する。
　　本人の財産を管理したり

　　 契約を結ぶといった法律行為について本人に同意
を与えたり

　　 本人に代わって法律行為を行ったり
　　 本人が介護などの施設に入所する際、入所の契約

や、どういった介護を受けられるか、といった契約
を本人に代わってできる。

　　 本人の食事の世話や実際の介護をすることは役割
でない。

７�任意後見制度
 今は大丈夫で何でもできるけれども、将来、判断する
能力が低下するかも知れない場合に備えて、今のうちに
任意後見人を選任しておく制度。
 公証人役場で公正証書を作成してもらう。
 自分の判断能力が低下したとき、任意後見人に財産

に関することや、看護に関することについて、代理して
やってもらうという契約。
　契約の効力は、任意後見監督人が選任された時から
生ずる。
　申立ての手数料 ８００円　　　　　　　　　　
　後見登記手数料 ４０００円　　　　　　　　　　
　（平成２３年４月１日から変更予定）

８�成年後見登記制度
①裁判所における後見人選任　　請求できる人

　　↓　　　　　　　　　　　　①本人（被後見人）
②東京法務局に通知　　　　　　②本人の配偶者

　　↓　　　　　　　　　　　　③４親等内の親族
③登記　　　　　　　　　　　　④成年後見人

　　↓

④登記事項証明書の発行→

９�戸籍上の禁治産者、準禁治産者
　平成１２年４月１日より前に禁治産者、準禁治産者宣告
を受けている人は戸籍に記載されている。
　　↓ 　

　新しい後見制度に変更できる。 
　　↓ 
　 東京法務局に変更の登記を
申請する。
　　↓ 
　登記する

　　↓

　本人の本籍地市町村に通知する。
　　↓

市町村で戸籍を作り替える。

※ 平成１２年４月１日より前に、「浪費」を原因として準禁
治産者の宣告を受けた人

　　↓

被補佐人には見なされない

→申請人：本人
　後見人

　保佐人

　４親等内の親族

①　松本空港Ｒ.Ｃ.への対応について（3/31～ 4/1）
　　１８：３０から花見例会にて懇親会、現在１４名来訪。
　　 ４月１日、ゴルフ組は６：３０発　紀美野町サンリゾートカントリークラブ８：３５スタート。観光組は道成寺、稲
村の火記念館、マリーナシティにてゴルフ組と合流。

　　　…全員承認
②　ニュージーランド地震災害義援金について

　　義援救済金積立から送金する。￥１０，０００　…全員承認
③　スナーダイクマエ孤児院の絵画展開催について

　　８月に行う。…承認
④　 ３月１７日の例会にて、紀の国被害者支援センターの卓話にて、賛助会員の会費として、￥１０，０００－の寄付
　…承認

理事・役員会議事録 3 月１０日（木）


