
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

                            

◎点鐘              会長 小泉  博 

                                            

◎ロータリーソング 「日も風も星も」 

            ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

 岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

 東京日野ＲＣ            横倉 利夫様 

 米山奨学生              何 超 君 

  

◎会務報告            会長 小泉  博 

 本日の会務報告は特にございません。 

 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

 ＊本日の東京府中RC50周年記念式典について。 

  15:30より登録、式典・演奏会・祝賀会があります。 

  会場は東府中の府中の森・芸術劇場です。 

＊回 覧：ロータリーフェローシップ・ラリーアンド 

ゴルフ参加者募集、東京プロバスニュース、

福祉だより。 

  

◎次年度会務報告     次年度副会長 伊澤ケイ子 

 本日は特にありません。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長  菊池  敏  

会員総数              ３５名 

   出席義務者数            ２５名 

   出席者数     出席義務者    １６名 

            出席義務免除者   ７名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  

            計        ２３名 

出席率     23/31   =  ７４．１９％ 

第1005回例会（3/14）訂正出席率 ８１．２５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子 

 小泉  博  皆さんこんにちは！！入沢さんイニシ 

エーション楽しみです。宜しくお願い 

します。 

 荒瀧 義機  入沢さん卓話 イニシエーション 

        スピーチ楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 足立潤三郎  入沢会員イニシエーションスピーチ 

        楽しみにしています。 

        斉藤会員手術頑張って来てね。 

 大松 誠二  入沢さん、成年後見制度で私も 

        お世話になるかも、でよろしく。 

 遠藤 二郎  もうすぐ春ですね～。 

 伊澤ケイ子  入沢会員イニシエーション宜しく 

        お願い致します。楽しみにしています。 

 菊池  敏  入沢さん卓話楽しみにしております。 

 三田みよ子  暖かくなってきました。お花見楽しみ 

        です。 

 中谷 綋子  入沢さんイニシエーション楽しみです。 

 齋藤 誠壽  しばらくご無沙汰しますが、宜しく 

        お願い致します。 

 関岡 俊二  入沢さんイニシエーションスピーチ 

        楽しみにしています。 

 津守 弘範  入沢さんイニシエーションスピーチ 

        楽しみにしております。 
 
本日の合計￥１２，０００（累計￥７０２，０８０ ） 

 

◎その他委員会 

 ☆ロタキッド委員会    副委員長 宮本  誠 

 3/31 に毎年恒例のロタキッド白楽荘慰問コンサートが

行われます。お年寄りに可愛い合唱団の歌声は大変喜ばれ

ています。11:00 開始で、お手伝いの方はいらっしゃって

下さい。 

 

3月31日 開演にあたって小泉会長の挨拶がありました。 

 

 

 
                                                                                                                                                                   
    
 

例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３多摩市落合1-43京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小泉 博  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 柴崎信洋  副委員長 大松誠二   
委員 片山哲也  菊池 敏  宮本 誠  海野榮一  山田 勍 

                                                                                                                                                                   ２０１２．０３．２８． 第１００７回例会  No.２２－３５  ２０１２．０４．１１発行 

 

 

  
                                                                                              

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１１～２０１２年度 

 

 

愛と笑いで創ろう友の和・広げよう奉仕の輪 
3 



◎誕生日祝い        ＳＡＡ・親睦委員会 

 

2月 足立潤三郎会員 、柴崎 信洋会員 

   中谷 綋子会員、伊藤 保子 様、 中谷晃一郎 様  

   三田 勇 様、 海野 幸江 様 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3月 小田 泰機会員、 菊池 敏会員 

 富澤 倫会員、澄川  昇会員、 関岡 俊二会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎何 超 君の挨拶 

 皆様からの応援で無事大学を卒業できました。本当にあ

りがとうございました。中国福建省が私の故郷ですがそこ

のウーロン茶を、感謝の気持ちとして皆様にお贈りします。 

 ＜何超君は米山奨学生は終わりですが、日本に残り、

大学院に進むそうです、がんばってください＞ 

◎イニシエーションスピーチ    入沢 修自 会員 

先ほどまで、福生にあります東京法務局西多摩支局におり

ました。市区町村等からの依頼を受けて登記嘱託をする公

嘱の仕事でありました。正式名称は、社団法人東京公共嘱

託登記司法書士協会といい、多摩地区でもニュータウン開

発などありましたので、多くの案件があったと聞きます。

現在ではそういった仕事も減り、近年東京都においては依

頼先決定を入札によるケースが殆どで、これに参加する司

法書士法人が驚くような安値で受注しているという状況

があるようです。今回私が担当した案件は、山林に設定さ

れた地上権の抹消登記というものです。大正の初め頃に設

定された地上権、存続期間は１００年として登記されてい

る。その存続期間が平成２１年に満了している。多くの村

民の共有名義で登記されているなかで、そういった地上権

登記のことをご存じなかったのか、相続登記をせずにその

まま残されている方がありますので、戸籍をあつめ相続人

を確定し、順繰り相続登記をしてから抹消登記するといっ

た作業です。ご存じの通り、家督相続の時代は、一系列で

シンプルに権利移転できるのですが、配偶者と子が法定相

続人となる時代では、夫名義の権利は配偶者と子に相続さ

れ、次いで配偶者が亡くなると子に相続されとなりますの

で、相続件数も膨大になります。大変苦労しておりますが

とりあえず本日は東京法務局西多摩支局にその嘱託書を

提出してきました。 
 私の仕事であります司法書士会の中には、いま申し上げ

ました公嘱の他にも様々な団体があります。リーガルサポ

ートという団体もその一つで、高齢者の財産管理の仕事に

ついては、私も時代の要請と考えておりますので事務所開

業当初から率先して受けております、成年後見制度利用を

推進する団体です。東京青年司法書士協議会という、多重

債務問題や消費者被害問題を主に取り組んでいる団体も

あります。またどの職業団体にもあるのか政治連盟、東京

２３区外の多摩地域の支部から構成される三多摩支会と

いう団体もあります。東京本会は、霞ヶ関に近いせいか、

どうしても考え方が官僚的になりがちで、三多摩支会は、

地域住民の声受けて市民の目線で制度のあり方を本部に

提言する、そんな位置づけの会です。司法過疎問題に対し

ては、奥多摩の先の小菅村、丹波山村の両役場での定期相

談会開催に向けて活動しています。小菅村、丹波山村は山

梨県に属していますが、そこには東京都水道局の立派な建

物があり、奥多摩駅からは車で３０分の距離です。ここで

定期相談を開催するために、山梨県司法書士会から相談員

がゆくとなると大変な距離ですが、東京から行けばそこま

で大変ではないということで、村との協議は山梨県司法書

士会にお願いし、相談員派遣は三多摩支会から若手に行っ

てもらうことを構想しております。その他３月には東日本

大震災への支援として、原発のお膝元である大熊町の方々

が避難している仮設住宅に、みなさまからの要望に応えて、

調味料、卓球台、ミシンを寄付し、町民の方々と膝を交え

て、その苦労、心配事を聞いてきました。専門家による相

談会は時々開催され、どの団体も相談会を終えるとそそく

さと帰って行くなかで、私たちの話を、心の声を聞いてく

れた、とのお言葉を頂き、良い活動に参加できたことをう

れしく思いました。その他にも司法書士会の中にもいくつ

か組織があり、世の中は組織で構成されている、組織社会

であると、思ったものです。 
私も行政書士登録をして、いくつかの仕事の経験はありま

す。最近大変だったのは、特

殊車両の運行許可申請です。

この申請のためには、運行す

る道路の名称を全て調べなけ

ればなりません。国道は申請

システムに名称が入っている

ので問題ないのですが、都道

や市道については苦労します。

インターネット上の地図に表

示されている都道名称も間違っている場合があり、確認の

ためには東京都建設事務所まで行かねばならないことも

あります。市道については、各市区町村によって名称の付

け方も異なっており、電話とファクシミリで解決する場合

はまだ良いのですが、役場道路管理課まで行かねばならな

いこともあります。この国の管理体制はどうなっているの

か、道路は道路で一元的に管理するセクションを作ったら

いいのにと、思わないではありません。 
現実の管理社会・組織社会には私も知らない様々な規制・

ルールがあり、日々経験を積みつつ、人と制度を結ぶ代理

人として、なるべくご依頼者にご負担をおかけしないよう

務めております。 
＜注＞ ページ数の関係で１部割愛させていただきま

した。御了承ください。 

◎点鐘          会長 小泉  博 

  （今週の担当： 大松 誠二 ） 


