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前回の例会 

 2021年 1月 15日(金)第 1903回 

卓 話 「民法（債権法）改正 及び 

     自筆証書遺言保管制度について  」       

卓話者   白木 敦司 会員 

今週の歌  「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 

      「 バースデーソング 」 

入会式  北村勝
まさ

博
ひろ

 新会員 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇会員・奥様誕生祝い（1月度）  

 畑中一辰会員(1日) 木畑 清会員(2日)   

  塩見 守会員(11日)  奥野圭作会員(17日) 

  綿谷伸一会員(17日) 白木敦司会員(29日)  

 白木祥子様(6日)   中田のり江様(17日)  

 田口美保子様(19日)  

〇結婚記念祝い（１月度）  

 國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日) 

◆米山功労者 表彰 

 濵口正義会員…第 80 回メジャードナー 

 嶽盛和三会員…第 18 回メジャードナー 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 1月 22日・第 1903号 

 

 2021年 1月 22日(金)第 1904回 

卓 話 「 球団にかける夢 」 

卓話者 堺シュライクス  

     監 督  大西 宏明 様 

     球団代表 畑  康裕 様 

紹介者  城岡 陽志 会員 

今週の歌  「 四つのテスト 」 

      「 堺北ＲＣの歌 」 

      「 冬 景 色 」 

入会式  𠮷村 博勝 新会員 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（1 月度）  

 藤永 誉 会員（第９回） 

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2021年 1月 29日(金)第 1905回 

卓 話 「 日本と世界が出会うまち 堺 」 

卓話者 堺ユネスコ協会 

     事務局長 花澤 光正 様 

紹介者 中田 学 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜1月15日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            17名 
欠席会員              14名 

    ゲスト              0名 
    ビジター            0名 
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「入会のご挨拶」 

会員 北村 勝博 

 

 初めまして北村 勝博（きた

むら まさひろ：５１歳）と申

します。 

当クラブ会員の太陽パーツ 城

岡会長、テクノロール 畑中社

長からご紹介頂き今回入会させ

て頂くこととなりました。改めてお礼申し上げ

ます。 

事業は大阪府富田林市の中小企業団地内にて、

金属プレス部品加工業をしております。生産拠

点として大阪府富田林市とフィリピンのセブ島

の２ケ所となります。 

趣味は①剣道②ゴルフ③海釣りを３つを楽しん

でいます。 

①剣道は学生時代に経験し、社会人３５歳にな

って改めて修行を開始しました。月１回程度の

堺市の小学校で小学生や中学生の剣士に剣道を

教えています。現在はこれが唯一の奉仕活動か

も知れません。剣道をしている関係で、②ゴル

フも大好きですがスイングに特徴があります。

またプレーをご一緒させて頂いたときにご確認 

頂ければと思います。一度一緒にプレーさせて

頂くと、独特のスイングの為、小生のことを覚

えて頂けるのが有難いと思っています。 

③最後の海釣りは昨年のコロナ過で次男（中

１）の息子と始めました。 

コロナ前までは海外出張と国内出張で仕事に奔

走しており、息子と向き合う時間があまり取れ

ておりませんでした。コロナ過を契機に一念奮

起し、新しい趣味に突入致しました。お蔭様で

海釣りの奥深さと大自然の豪快さに一気にのめ

り込んでしまいました。 

今回このようなロータリーに温かく迎え入れて

頂き誠に有難うございます。 

まだ入会したばかりで、右往左往すると思いま

すがご指導の程重ねてお願い申し上げます。 

人生これまで他人を傷つけてしまったり、迷惑

をかけるようなことも多々ありました。５０代

を迎え、お恥ずかしい話ですがやっと少しは利

他の心を持つべきであると自分自身に気づいた

時に当ロータリークラブの入会の機会となった

ように思います。 

改めてよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「民法（債権法）改正 及び 

      自筆証書遺言保管制度について」       

会員 白木 敦司 

 

 本日は、卓話の時間を使って、最

近の法改正の一部である 民法(債

権法)の改正・ 自筆証書遺言保管

制度に開始 についてお話させて

いただきたいと思います。 限られ

た時間ですので、詳細な説明は控

え、概略を俯瞰する形で説明していきたいと思い

ます。 

では、早速ですが、 民法(債権法)の改正から説明

させて頂きたいと思います。本日の資料としてお

渡しさせていただいている民法(債権法)改正と

いうレジュメをご覧下さい。 

では、3 ページ目。 個人が債務を保証する場合、

『根保証』という形があります。 例えば私が借金

をする際、○○さんに保証人となっていただく場

合『OO円の範囲内であれば、白木の借金を保証し

ます』という形です。私は○○円の範囲内で自由

に借金が出来、保証人はその借金を保証する形で

す。 

今般の法改正により、極度額つまり『枠』を定め

ない根保証契約は無効となりました。これまでも、

前述の借金の場合には極度額が定められていた

かと思いますので、 影響としては、住宅等の賃貸

借契約の保証人・入社時の身元保証契約等の際に

之までは、 極度額を定める必要が無かったが、今

後は、極度額つまり保証額の『枠』を定める必要

が出た。ということです。 

卓  話 

入 会 式 

木畑会長代理よりＲＣバッチの贈呈がありました 
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次に 4ページ目。 

会社や個人事業の融資を受ける際、主債務者が会

社の場合、その保証人となる人が、役員や株主以

外の場合(友人や親戚)・主債務者が個人の場合は、

その保証人が共同事業者や主債務者の配偶者以

外の場合、保証人となる人は公証役場で公証人に

保証意思を述べる必要が出来たという変更です。 

これまで、このような制度が無かったため、安易

に保証人となり多額の返済を迫られる人が 多く

いた為です。 

次に 5ページ目。 

約款を用いた取引に関する改正。 

現在はインターネットでネット取引を始める方

が多くおられます。その取引を始める際に、いち

いち決め事を契約書として交わしていたのでは

切りがない。 そこで、これまでもネット上に『こ

うゆう契約内容になりますよ。同意しますか?』 

という形で『約款」表示して『同意します』とい

うボタンを押させていた。 

そうゆう『約款』を用いた取引形態が明文化され

た。ということです。 

但し、顧客の利益を一方的に害する(不利にする)

ような内容は認められません。 例えば、抱き合わ

せ販売を行う内容であったり・・・。 

このような形態で取引している会社は自社の約

款を再度見直す必要があります。 

『約款』の変更については、顧客の利益につなが

る物や変更が合理的な場合、認められます。 

必ずしも有利にならないものは、事前にインター

ネットで周知が必要です。 

7ページ目。 

これまで、当事者に利率や遅延損害金に関する合

意がない場合(例えば交通事故・利息を払う合意

はあるが、利率の定めのない契約)、その利率は 5%

となっていましたが、今回の改正で 3%となりまし

た。 

この 3%は変動制で、3 年ごとの見直しがされる。 

交通事故に遭い、死亡した場合、将来その人が稼

ぐであった額(逸失利益)が損害賠償として手元

に入るのですが、その際に、先に入ったことによ

る運用益を差し引く(中間利息控除) のですが、

その際に影響が出るらしいです。 

8ページ目。 

消滅時効の期間が変更された。 

これまで職種別に消滅時効の定めがあった。 

例えば、医者の診療報酬は 3年。弁護士報酬は 3

年。飲食代は 1年等。 これがややこしい為、原則

5年なった。 

主観的『権利を行使できると知ったとき』から 5

年。 

客観的『権利を行使できるとき』から 10年。 

つまり権利が発生した際にその発生に気づいて

いない場合(司法書士に対する費用を払いすぎた

ことに気づいていない場合等)でも10年で時効が

くる。 

但し、賃金債権は、以前と同じ 2年。不法行為も

以前と同じ 3年(生命・身体の障害に関 るものは

5年)。と例外がありますが、原則は知ったときか

ら 5年です。 

10ページ目。 

その他、これまで、判例(裁判の判決例)によって

いたものが明文化されました。 例えば、これまで

も『意思能力なき者(認知症等)の契約は無効』と

されてきましたが 民法上に明記されました。 

そのほか、敷金の返還について、通常損耗分(クロ

スの変色等)は敷金から差し引かれない等のこと

が明文化されました。 

以上の通り、簡単に説明致しましたが、こんな変

更があったんだな～くらいのイメージを持って

いただければ幸いです。 

 

自筆証書遺言 

公証人が作成する公正証書遺言と自筆証書遺言

がある。 

自筆証書遺言について、法務局で保管してもらえ

ることとなった。 

又、これまでは自筆証書遺言について、死後、『検

認』という手続が必要であったが、 法務局保管の

自筆証書遺言については、公正証書遺言と同様に

『検認』が不要となった。 

但し、法務局では、外形的な確認(印鑑を押してい

るか、日付はあるか、署名はあるか)はしてくれる

が、その内容で登記できるか、トラブルが生じな

いか等の確認はしてくれない。 

又、遺言書の提出・変更等は必ず本人が行く必要

がある等、不便な点もある。 

個人的には、公正証書遺言を勧めるが、自筆証書

遺言の方がコストは安い。 

こうゆう制度が出来たんだな～という程度で覚

えていただき、話のネタにして欲しいです。 

（法務省発行の資料のコピーを 2冊配布しまし

た） 
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             会長代理 木畑 清 

 

 年明けの 3日に新春特別例会 

開口神社年始参拝を開催し、本日

は初めての通常例会となり、コロ

ナ禍ではありますが、北村新会員

の入会式というおめでたいスター

トとなりました。 

さて、山中会長が療養中の間、12月度の定例理

事会にて直前会長の私が、会長代理を務めさせ

ていただくことに決まりました。会長の時間で

は、前年度に引き続き歴史の話が多くなると思

いますが、どうぞご容赦いただきまして、しば

らくの間よろしくお願いいたします。 

 

<戦国史> 

1557年（弘治 3年）1月 15日 

松平元信（徳川家康）が今川義元の姪 築山殿と

結婚する。駿河駿府で今川義元の人質となって

いた松平元信が今川一族 関口義広の娘で義元の

姪 瀬名姫（築山殿）と結婚した。これにより家

康は今川一門に引き立てられ、名も祖父 清康に

あやかって元康と改めた。 

二年前、今川義元が桶狭間で討死すると、今川

勢の先鋒として大高城を奪取していた家康は急

遽、戦線を離脱して十二年ぶりに居城岡崎城へ

帰還した。 

そして 1562年（永禄 5年）のこの日、清州城で

信長と同盟を結んだ。これによって今後家康は

三河を平定し、遠江へと東へ領地拡大をすすめ

一方信長は美濃伊勢伊賀から京都へと西進して

いく。 

両者の同盟関係は戦国時代には珍しいくらい長

続きし、武田信玄、勝頼父子、浅井長政、朝倉

義景を滅ぼし信長が本能寺で横死するまでつづ

く。 

  

 

池田茂雄会員 北村勝博さま、ご入会を祝して 

       万歳。おめでとうございます。 

奥野圭作会員 北村様、ご入会おめでとうござい 

       ます。 

北側一雄会員 明けましておめでとうございま 

       す。今年はなんとしても、コロナ 

       の収束を！！ 

北村勝博会員 お世話になります。どうぞよろし 

       くお願いします。 

笹山悦夫会員 あけましておめでとうございま   

       す。本年もよろしくお願いいたし 

       ます。今年は逆風であるほど高く 

       上る凧のようでありたいですね。 

塩見 守会員 明けましておめでとうございま   

       す。下半期もよろしくお願いしま 

       す。 

       北村様ようこそ堺北ＲＣへ 

       これからロータリーライフを楽 

       しみましょう。 

城岡陽志会員 北村さん、入会おめでとう。 

       昨日から在宅勤務となりました。 

       私の在宅場所はゴルフ場です。 

嶽盛和三会員 北村様入会おめでとうございま 

       す。早くからお越しいただきあり 

       がとうございました。わからない 

       事、気軽にお尋ねください。 

中川 澄会員 北村様、末永くよろしくお願いい 

       たします。同級生が増えてうれし 

       いです。 

       木畑会長代理お疲れ様です。 

中田 学会員 皆様明けましてお目出とうござ 

       います。北村さんご入会お目出と 

       うございます。 

永富久紀会員 北村様ようこそ。 

       当ロータリークラブへ一緒に頑 

       張って行きましょう。 

畑中一辰会員 北村さん堺北ロータリークラブ 

       御入会おめでとうございます。 

       他の会と合わせてＷ会長に早く 

       なって下さい。  

藤永 誉会員 本年もつたないＳＡＡでお耳障 

       り多々ございますが、ご容赦の程 

       よろしくお願いします。 

       北村さん入会おめでとうござい 

       ます。待ちに待ったこの日がよう 

       やく迎えることができました。末 

       永くよろしくお願いします。 

       白木さん、ためになりそうな卓話 

       ありがとうございます。楽しみで 

       昨夜寝むれませんでした。 

米澤邦明会員 北村様入会おめでとうございま 

       す。コロナ禍で不自由な中ですが、 

       終息後は大いにロータリーを楽 

       しんで下さい。 

綿谷伸一会員 「賀春」本年もよろしくお願い申 

       し上げます。 

 （50音順）      合計４９，０００円 

 

ＳＡＡ報告 

会長の時間 
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◆堺北ＲＣ基金 

那須宗弘会員 生前中は会員家族として母を温  

       かくお迎え頂きました上に葬儀 

       で焼香賜り誠に有難う御座居ま    

       した。  

 

◆米山特別寄付：嶽盛和三会員・米澤邦明会員 

 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報  ・卓話資料（2冊） 

  ・地区大会チラシ 

  ・地区大会記念ゴルフチラシ 

  ・会員手帳 追加シール 

 

 

 

第６回定例理事会 

2020-21年度理事会構成メンバー 

山中、中川、塩見、藤永、池田、澤井、城岡、 

池永、宇瀨、木畑、中田、綿谷、笹山 

（会計監事：坂田） 

日 時  ２０２１年１月１５日（金）例会後 

場 所  南海グリル東店 3Ｆ「宴」 会議室 

議 案   

１． 12月度 8ＲＣ連絡会について 

  －中止のため報告事項なし 

２. 2021-2022年度地区ロータリー財団委員出向 

  のお願い  

  ・次年度は当クラブとしては難しいのでお断 

  りします。 

３. 2020-2021年度上半期会計報告について  

  －承認 

４. 国際奉仕委員会 タイ ノンケームＲＣ・ロイ 

  エッツＲＣ友好クラブの件 

  ・友好クラブ継続－承認 

  2月に予定されていましたタイ王国バンジャ 

  イ地方 バンジャイ病院への保育器等贈呈式 

  は延期になりました。 

５. 互輪会（ホスト）について  

  ・2月 8ＲＣ連絡会にて議案を提出します。 

６．2021年度 米山記念奨学生の世話クラブとカ 

  ウンセラー募集について 

  ・受け入れ希望にて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北村勝博会員入会式の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

その他 

1月会員・奥様誕生祝い会員代表 中田学会員 

米山功労者表彰 

 嶽盛和三会員…第18 回メジャードナー 

例 会 風 景 
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「ロータリーの基礎は職業奉仕にあり」 

角谷 浩二 地区職業奉仕委員長 

  

 職業奉仕という言葉で一番陥り

やすい間違いが「奉仕」という言葉

を社会奉仕の「奉仕」と職業奉仕の

「奉仕」を「同意語」だと思われて

いる方が非常に多くおられます。

職業奉仕は英語で「Vocational Service」と表現

されます。 

 社会奉仕は英語で「Community Service」であり

ます。同じ「Service」という言葉が使われ「奉仕」

と訳されておりますが、全く違った意味を持って

おります。 社会奉仕の Service は「世のため人

の為に尽くす」という「奉仕の精神」であります

が、職業奉仕の Serviceは「職業倫理」という意

味を持っております。この「職業倫理」が職業奉

仕の基本的な考えであり、ロータリー活動にとっ

て基礎的な理論であります。「職業奉仕の実践」を

簡単に表現すると「ロータリアンのお金儲け」で

あります。この「お金儲け」と「社会に奉仕する」

という考えは異次元のものであると考えるのが

ロータリー以外の奉仕団体であります。しかしロ

ータリーはこの二つの考えは一つであると考え

「世のため人のために奉仕する心を持って職業

を営むべし」と説いております。 

 この過程において非常に重要なのが「職業倫理」

であります。何故かというと、もし仮に、人を泣

かせ騙したお金が奉仕に使われていたならそれ

は真の奉仕と言えるだろうか。人を泣かせ騙した

人間が平気な顔をしてボランティア活動をして

いたならばそれは偽善者であります。 

ロータリーの奉仕とは「職業倫理に徹することに

よって儲けたお金で家族、従業員を養い、そして

その余ったお金の一部を奉仕に使う。そして、そ

の人間の就労時間の余暇を使ってボランティア

活動をする」ロータリーは奉仕に使う「お金」や

「人間」にも倫理を求めているのであります。 

 このような人間の集まりが「クラブ」であり、そ

の集合体が「ロータリー」であります。社会奉仕

や国際奉仕等は非常に発展性があり面白い活動

でありますが、そればかりをやっていると他の奉

仕団体と何ら変わりのない奉仕団体となってし

まいます。ロータリーは単なる奉仕団体、慈善団

体、寄付団体でありません。 

 毎週一回の例会でその半分の時間を使い卓話が

行われます。卓話は聞いては忘れ、聞いては忘れ

るのですがしかし、次第に自分自身が磨かれ、倫

理が身に付いてくるのであります。ロータリアン

自身が倫理を学ばなければ世の中に倫理を提唱

することはできないのであります。 

職業奉仕こそがロータリー活動の土台であり、こ

の土台の上に社会奉仕や青少年奉仕、国際奉仕等

が成り立っていることを認識しなければならな

いのであります。 （ガバナー月信 1月号より） 

「歓迎のうた」 

 

あなたもわたしもロータリアン 

心も裸で さあ握手 

あなたもわたしもロータリアン 

心もひとつで さあ握手 

さあ握手 

 

今週の歌「 冬 景 色 」 

さ霧消ゆる湊江の 

舟に白し 朝の霜 

ただ水鳥の声はして 

いまだ覚めず 岸の家 

 

１月は職業奉仕月間 


