
 

◇歌唱 「手に手つないで」  「四つのテスト」   ◇バナー交換 町田中ＲＣ・神奈川ＲＣ 

◇会長挨拶     ◇幹事報告    ◇委員会報告 親睦 

◇卓話  飯塚 和夫様（ゲストスピーカー・平塚公証役場公証人 平塚ＲＣ）「公証役場の活用方法」 
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第 58代会長 横山  貢 

第 58代幹事 中山 冨貴子 

 

＝本日の例会行事＝ 

2018 年 3 月 29 日（木） 第２７９８回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 33 

 

◎ゲスト・ビジター紹介＆バナー交換 

飯塚和夫様（ゲストスピーカー・平塚ＲＣ）國井和夫様（東

京町田・中ＲＣ）佐々木淳子様（神奈川ＲＣ） 

◎表彰 マルチプル･ポール･ハリス･フェロー６回目   

伊藤留治君 （ＰＨＦピン+６ 授与） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  ４月度 

ロータリーレート  １＄＝１０４円 

◇ガバナー事務所より  次年度 

クラブ幹事・クラブ事務局研修の 

案内    ・４/２１(土) １３：００～ 

１５：００  ・藤沢南口 第一相澤ビル６階「会議室」 

◇東京世田谷ＲＣより  創立５５周年記念式典ご臨席への礼状 

◇故 熊澤圓造名誉会員 令夫人より  ご挨拶 （スマイルを頂

戴しました。） 

◎委員会報告 親睦［加瀬会員］：4/5 例会の確認 

スマイル報告 畠田宏治会員 

飯塚和夫様（平塚ＲＣ）伝統ある茅ヶ崎ロータリークラブにゲ

ストスピーカーとしてお招き頂き、大変光栄です。有難うござ

います。準備不足のため、お聞き苦しい点があるかと存じます

が、よろしくお願いします。 

佐々木淳子様（神奈川ＲＣ）本日はお世話になります。2015-

16 年度まで第２グループの鎌倉中央ＲＣにおりました。初め

て茅ヶ崎ＲＣに伺うことができ、とても嬉しいです。 

國井和夫様（町田中ＲＣ）お世話になっております。今日はよ

ろしくお願いします。 

熊澤由紀子様（故・熊澤圓蔵名誉会員令夫人）四十九日法要を

執り行いまして、茅ヶ崎浄心寺で永遠の眠りにつきました。皆

様方には大変お世話になりました。謹んで感謝申し上げます。 

 

横山貢君＆中山冨貴子君 満開の桜がとても美しい季節にな

りました。伊藤留治様、マルチプルポール・ハリスフェロー

６回目おめでとうございます。平塚ＲＣ飯塚和夫様、本日の

卓話宜しくお願い致します。東京町田中ＲＣ國井和夫様、神

奈川ＲＣ佐々木淳子様ようこそお越し下さいました。池上 

實君 毎年恒例の「春の箏三絃」おさらい会を 4 月 29 日に

開催致します。プロには開催時間を落としましたが、午前 11

時より、です。 

伊藤留治君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さい

ました。Ｒ財団の表彰ありがとうございました。 

大森久巳男君 ゲストスピーカー平塚ＲＣ飯塚和夫様、卓話

宜しくお願い致します。東京町田中ＲＣ國井和夫様、神奈川

ＲＣ佐々木淳子様ようこそいらっしゃいました。 

杉本剛昭君 國井さん、佐々木さんようこそ。飯塚先生、卓

話よろしくお願い申し上げます。 

杉本行廣君 飯塚先生、本日は当クラブにお越しいただき、

且つ卓話まで頂戴し、ありがとうございます。 

程島利通君 公証人飯塚和夫様、ようこそ。 

成田栄二君 ゲストスピーカー飯塚様、卓話よろしくお願い

します。伊藤留さん、M6おめでとうございます。 

河本啓伸君 北村さんよりはほんの少しだけスケールが落ち

ますが、本日夜 11時より天才ミュージシャンがインターネッ

トテレビの茅ヶ崎テレビに出演します。余程暇な人はナマ中

継をご覧下さい。ま、あとでも見られますけど（笑） 

和田幸男君 ゲストスピーカーの飯塚様、卓話よろしくお願

い致します。 

出口敬純君 飯塚様、卓話よろしくお願いします。お客様よ

うこそいらっしゃいました。 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

３／２９ ２７９８ ４８ ４４ ３４ ３ ７ ８４．０９％  

３／８ ２７９６ ４８ ４１＋４ ３８ ３＋１ ３ ９１．１１％ ９３．３３％ 

 岩澤あゆみ君 ゲストスピーカー飯塚様、卓話よろしくお願

い致します。國井様、佐々木様どうぞごゆっくりなさって下さ

い。本日、次年度臨時理事会が開催されました。いよいよ動き

出します。4/8の地区協議会参加予定の皆様、よろしくお願い

致します。 

安武 勝君 吉田恵子君 昨日北村さんのテレビ出演とても

よかったです。ゲストの皆様ようこそ。飯塚様、卓話よろしく

お願いします。 

大箭剛久君 桜がきれいですね。日本人に生まれて良かった

と思います。「世の中に絶えて桜の無かりせば 春の心はのど

けからまし」（在原業平）「そんな教養いつ身につけたのです

か？」「今日よ～、と言えと強要されました」 

加瀬義明君 ビジターの皆様ようこそ。飯塚先生、卓話よろし

くお願い致します。 

北村公子君 昨日テレビ放映見ていただきありがとうござい

ました。しらす漁のシーンは職業体験の参考になると思いま

す。私の若かりし頃の写真はおはずかしいかぎりです。でも、

よい記念になりました。 

木村信一君 ゲストの皆様いらっしゃいませ。伊藤留治様、お

めでとうございます。 

岩澤淑江君 飯塚様、卓話楽しみにしております。國井様・

佐々木様ようこそいらっしゃいました。春爛漫の中、遠回りし

て散歩しながら会場につきました。春はいいですね！ 

橋本正一君 ゲストの皆様こんにちは。飯塚様、卓話楽しみで

す。 

安武 勝君 飯塚和夫様、卓話よろしくお願い致します。國井

和夫様、佐々木淳子様ようこそ。北村さんテレビ見ました。息

子さん・お孫さんと一緒の姿、幸せそうで微笑ましく、幸せを

頂きました。ごちそうさま。 

石田貴一君 皆様お花見には行かれましたか？飯塚和夫様、

本日の卓話楽しみにしております。 

伊藤和明君 一昨日、中央ＲＣにメーキャップに行きました。

自分以外に小澤雅彦さん、木村邦佑さん、徳舛さんも来られて

いて、茅ヶ崎ＲＣの出席に対する意識の高さを感じました。 

畠田宏治君 この春爛漫の花の下、あなたも私も天真爛漫に

なれそうな．．． 

［本日 28件、46,000円です］ 

出席報告 大竹孝一会員 

バナー交換。左）國井和夫様（東京町田・中ＲＣ）右）佐々木淳

子様（神奈川ＲＣ） 

（１）公証役場・公証人とは? 

1. 公証人は、原則 30 年以上の実務経験を有する法律実務家

の中から法務大臣が任命する国家公務員。大半が判事・検事、

法務局長を退官した者。 

2. 国家公務員だが、国から給与等は支給されない。公証人手

数料令に定める手数料が収入源の個人事業者。 

3. 公証役場は、全国で約 300ヶ所。公証人は全国で約 500人。

神奈川県内には平塚公証役場を含め 15 ヶ所(公証人 29 名)茅

ヶ崎近辺では、平塚、藤沢、厚木、相模原、小田原・・・ 

4. 証書を作成した時点で手数料を頂きます。公正証書作成等

に関する相談は無料。 

（２）公証役場には管轄がありますか? 

1. 公証人は、原則として、公証役場で執務。 

 嘱託人が当該公証役場にくる限りは、公正証書を作成でき

る。嘱託人の住所、本籍等には関係なし。依頼者が病気等で公

証役場に来られない場合でも、一般的な公正証書(金銭消費貸

借など)では、代理人による契約が可能(ただし、印鑑登録証明

書・実印等が必要)。 

2. 遺言等では、本人の意思を直接公証人が確認する必要があ

るため、公証人が自宅、病院、施設等に出張（県内に限る）し

て公正証書の作成等ができる。 

☆ただし、出張の場合、手数料が割増になり、日当もかかる。 

（３）公証役場・公証人はどんな仕事をしていますか? 

1. 高齢者保護、家産の承継等 

任意後見(財産管理委任、死後事務委任)、遺言、尊厳死、家族

信託契約 

2. 家庭間の関係調整等 

離婚(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割

等) 

3. 事業関係の契約書作成等 

賃貸借契約(事業用定期借地権)、金銭消費貸借・債務弁済契約、

株式会社・社団法人の定款認証、外国文の記証、委任状の認証、

確定日付の付与 

（４）遺言を書いておく必要性があるのはどのような場合で

すか? 

ア 企業を経営したり、農業をしている場合(事業承継者の指

定) 

イ 相続人毎に承継させたい財産を個別に指定したいとき 

ウ 長男の嫁その他相続人でない者に財産を分けてやりたい

とき(遺贈) 

エ 夫婦の間に子供がいない場合 

オ 再婚したが、前妻(前夫)の子がいる場合 

力 内縁関係の夫婦の場合 

キ 相続人が全くいない場合 

ク 相続人の一部が行方不明、海外居住などで円滑な相続が

困難な場合 

ケ 相続人の仲が悪く、円滑な相続が期待できない場合 

卓話「公証役場の活用方法」飯塚和夫様 

（平塚公証役場公証人） 


