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ロータリーを祝おう
100年の歩み
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'へざ、今生ふふへa家族月間cおおゐおおセノヘ |三好幹事報告’

灘憲…きようの例会……崎平成16年12月21日(火） 雌
曉響………響……響………………』

1 . 14日(火)は本日の変更で、次回は21日(火)で今年

最後の例会となります。
へ

友愛の日
今
云懇親 r亜…翫冠~亟草託▼詮～罰一…壷一垂＝禿q

麓…祷…先週の記録……編…篭和第1068回 平成16年12月9日(木） 晴：
哩 略

年末会員・家族懇親会薊 乳

於:名古屋観光ﾎﾃﾙ18時～＄略
剥

~砿
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|小杉親睦活動委員長歓迎挨拶’

囹"奉仕の理想”

囹出席報告

会員 65(57)名 出席 41名

出席率 71~93％

前々回 11月30日（修正出席率） 96.36％

囮ビジター数(12/14) 19名

|鈴木(理)会長挨拶’
皆さん、こんばんは! ！

親睦活動委員会の最大の行覗であります年末家族会

に多数の会員、ご夫人、ご家族、ゲストの皆様にご出

席賜り心より歓迎申し上げます。

本日は、お食事の後、三好幹事のお手配で尾崎真希

さんのディナーショーをその後、抽選会を開催致しま

すが、抽選会に際しましては会長・理事役員の方にご

寄付をいただきお礼申し上げます。

師走の忙しい時期になりましたが今宵ひとときは会

長テーマの“楽”に因み気楽にお寛ぎいただきたく存

じます。

へ

年末家族会にようこそお出掛け下さいました。

今年を振り返りますと台風・地震の天災や凶悪事件

の続発、はたまたセクシャル問題など暗いニュースが

多い一年のようでしたが、こうして皆様のお元気なお

顔を拝見出来て大変嬉しく思っています。

今回の為に三好幹事、小杉親睦活動委員長を始め委

員全員でご尽力頂き感謝申し上げると共に素晴らしい

会になることと思いますので、どうぞ皆様楽しいひと

ときをお過ごし下さい。

来年が良い年になり皆様のご健勝と益々のご発展、

｢愛・地球博」開幕の成功を祈念して挨拶と致します。

囹新入会員紹介 小杉親睦活動委員長

一郎君とご家族

光久君

源市君とご家族

足立

宮本

波遡

画ゲスト紹介

萩原さんゲスト カナダ領事

ジェフリー．B・クハースキー氏

秀子夫人
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昔はお子様連れで参加された方も今はお嫁さんやお孫さんと一緒に二世代・三世代で出席。

年々参加されるお孫さんが増え今回は総勢100名が各テーブルで話に花をI咲かせ華やかな会場風景！

渡邊君のリードで全員リラックス体操を 水谷親I陸活動副委員長の I会にて進行口

松居クラブ奉仕委員長の乾杯の後は

バンド演奏をBGMに食事と歓談

歳末助け合い募金(¥131.000)は

伊藤(健)社会奉仕委員長が会長・

幹事と相談の上、然るべき所へ寄

付しますと発表

へ

新会員の足立君・渡邊君も

ファミリーで参加名古屋を代表するヒーリング

ポップスシンガー尾崎真希さ

んのパワフルな声量と楽しい

トークに思わずダンス

一

大きな円になって「手に手つないで」

の大合唱子供達のプレゼン1,を受け取る

様子に周りの大人達もニッコリ

一番の盛り上がりとなったお楽しみ抽選会は進行を山本(英)親睦活動委員に（I､ンタッチ1

気楽・銘々・万全・団簗・酔とユニークな名前の各賞が次々に抽選され、各賞の後は理覗役員から寄附の果物ギ

フト券に続き、皆さんが固唾を呑む中、注目の目玉商品、会長賞|､ラベルチケッ|､は副会長夫人の手に！

小山副会長から常々奥様孝行を考えていた所、過分の賞を城き感謝します1との言葉と共に親睦活動委員の皆さ

んへ準備から今日迄の労いと感謝が述べられ、今宵の楽しさで干支を使い不景気を取りサル・来年が卜リのように

羽撃く年となりますようにと閉会挨拶がありテーブルにコーディネートされたキャンドル立てもお土産になるとア

ナウンスされるとジャンケン勝負の声があちこちで起こり、最後まで“楽”しい催しとなりました。
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紛争予防の一番は裁判に備えて最良の証拠、即ち、

公平な第三者機関である公証人が作成した公正証書を

残すことだが、証拠残しは最近では遺言、任意後見、

離婚給付の分野で増えているものの、これまではお金

や土地・家屋の貸し借り （法律上その作成が必要とさ

れるものもある）等ごく狭い分野に限られ、 しかも当

事者の一方は小規模な金貸しや地主・家主であり、他

方は零細な事業主である。大企業や大銀行が取引上公

正証書を作成することは滅多になく、普通の庶民（消

費者契約法が適用される当事者)が土地を購入したり、

家を建てるなど大きな契約をする場合にも作成される

ことが殆どない。無知ゆえか対費用効果等の点で敬遠

されるのかは分からない。

わが国は国際化の美名のもとに確実に米国の金儲け

¥_t主義･訴訟社会を追随しており、職業人としてのプ

ロの倫理も衰退しつつある。今こそ紛争予防の重要性

を｢見直す(私は｢やり直すことはできないが､見直す

ことはできる」という言葉が好きだ)」時期だと思う。

最後に、見直しの一環として耳よりな話。独創的な

発明・工夫を知的財産権として仕事に生かしたいけれ

ども、先使用をめぐって第三者と争いになることを心

配されている方は、発明工夫の内容を電子文書化した

上、公証役場の指定公証人にオンラインで電子確定日

付の付与と保存を求めるのがよい。多少の準備は必要

だが、類似制度と比べて安価・安全で20年間、改意・

盗み見されることなく、公証役場を倉庫がわりとして

利用できます。

確示ﾂfご'侭智展智需先々週の記録‘i憲些一…侭響侭鍾も
囎第1067回 平成16年12月7日(火） 晴：
匙……響……………饗…層…響銅蟹
囹"君が代”“それでこそロータリー，’

囮出席報告

会員 65(55)名 出席 37名

出席率 67.27％

前々回 11月16日(修正出席率) 94.55%

｜三好幹事報告’
1 ．本日例会終了後、年次総会を開催いたしますので

全会員お残り下さい｡その後､理事役員会を開催いた

しますので､理事役員の方はそのままお残り下さい。

2．次回例会は、 9日(木)で午後6時より名古屋観光

ホテルにて年末会員家族会を開催いたしますので、

14日(火)の例会はございません。

｜萩原国際奉仕委員長より報告｜
先日ご報告を兼ね､タイの子供達へ文房具を送る為に

文具の寄付をお願い致しましたところ､沢山集まり委員

会から購入致しました分と合わせて本日お送りします。

ご協力ありがとうございました。

へ

|鈴木(理)会長挨拶
早いもので師走に入り今年度も折り返し地点となり

ました。

明後日の年末会員家族懇親会は皆様と大いに楽しみ

盛り上がりたいと思います。

先日、我が意を得た論文が載っており、それは最近

多発する凶悪事件の根源は戦後の父親の失墜にあるの

ではとの意見でした。

子供の幼児期における成長過程で事の善悪を家庭内

で充分喉られず、少年期では個性の尊重教育と言う名

のもと父兄も学校側も長い間悪事を見て見ぬふりをし

て、ある日突然本人がとても強い外圧を受けたり自分

の意志をコントロールする機能が失われ思わぬ行動に

走ってしまうのではないかとのことでした。

やはり昔から申しますように｢三つ子の魂百までも」

の如く幼児期の裳は大切で重要な親の役目と言えま

しょう。

“年金福祉施設の現状と今後”

会員松永正史君

愛知厚生年金会館は厚生年金関係者（被保険者・受

給者）の福祉向上を目的に全国に設置された施設の一

つであり、他の約90か所の宿泊施設、 7つの病院など

と共に一括して社会保険庁から(財)厚生年金事業振興

団に経営委託され独立採算で運営を行い25年目を迎え

たところ。

施設は厚生年金保険料で建てられた国有財産であ

り、これまでは必要となる改修費用は必要時に国が負

担するという前提で運用されてきたため減価償却費を

負担する必要がなく、また国有財産であることから固

定資産税の負担もなかった。

しかし、年金財政は次第にこうした施設に保険料を

投入する余裕を失なってきており、 5年ごとの見直し

の都度給付を下げ保険料を引き上げるという繰り返し

の中で、施設への費用投入が大きく削減され続け、 16

年度の財政再計算に当たってはこれがゼロになること

も想定された。

したがって当団として婚礼市場における競争激化な

ど厳しい経営環境の中ではあるが施設をあげて販売促

進に取り組み、給与体系を変更して人件費を抑え、必

要な施設準備も得られた経常利益から自前で実施でき

るよう方針を転換中。

そうした中、与党内での大雑把な議論で健全経営を

行っている当団施設も大赤字の大規模年金保養基地な

どと一緒に「保険料の無駄づかい」とされ、国費投入

の廃止のみならず数年のうちに施設そのものを原則廃

へ

囹卓話

“公証制度について（公証人の独り言)”

会員油田弘祐君

37年間の裁判官生活を退き公証人になって満4年。

｢紛争解決」から「紛争予防」の仕事に転じたわけで、

｢第2の人生」ではなく、 「起承転結」の「転」だと称

している。

なってみて公証制度のことが世間によく知られてい

ないのには驚いた。今般の司法改革も、規制緩和につ

れて司法紛争（行き着く先が裁判）が増加すること必

定なのに、裁判は時間がかかり過ぎるという認識から

出発しており、紛争の発生を少なくしようとの発想は

なかったようで公証制度の改革・充実は一言も話題に

なっていない。
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止・売却するとされた。しかし、この方針はおかしい。

当団施設には厚生年金関係者なら安く泊まれるなど

の効用があり、効用に対してお金を支払うのは当然で

あり無駄づかいではない。当団施設は年間2700万人も

の人が利用しており、そうした施設がなくなってよい

のか。年限を切っての廃止・売却というなら雇用保険

の施設のように投げ売りとなり、投下費用に比しわず

かの回収しか期待できないが、それでよいのか。当団

施設には全国で5000人の職員、APを含めればその数

倍の人間が働いており雇用問題は絶対に起こしてはな

らないがこの点はどう考えるのか。

愛知厚生年金会館としては今後とも営業努力を続け

黒字を出し、皆様方の御利用に支障が起きないよう取

り組む考えなので、今後とも御支援をお願いしたい。

~
一
一分へ．へ･ヘーヘ･へ'､へ"、'､へへ‐'､'､'~"、'､′

〉

; (12/9分）

;鈴察侭鶏臓にご‘〈がとうございます。
< 大いに楽しみましょう！
；松居敬二

;萩囎孵かり崖した
； 今日はクハースキーカブ
ミをお招きしました。

＃ 皆様どうぞ宜しくお願
;ます°

(12/9分）

鈴木 理之
皆さん年末家族会にご参

､へへへへへへへへへへへへへへへ'ソ
〉

良治・西川 豊長《

文也・大口 弘和：

蕊:購闇霊｛
眞三・魚津 常義：
正敏・渡邊源市：
節美 〈

2いX!masとなりますが、 ；
夜と致しましょう11 〉

〈
英次 ／

白細 ；
理之．谷口 優；

灘:蕊辮
節美 〉

しが身にしみます。 ／
〈

忠之 〈

念日祝い。 〈
<
′

〉
〉

＃
､,、,、,、,、,、～、,、,、,、,、,、,、,、,、,、ダ

宮尾 紘司

50代最後の日

足立 一郎
二村 聰

池森 由幸
伊豫田博明

加藤 重雄

小坂井盛朗

黒須アイ子

柵木 充明

三好 親
水谷 祥督

加あり
がとうございます。

大いに楽しみましょう！

松居敬二
乾杯を仰せつかりました。

萩原喜代子

今日はクハースキーカナダ領事
をお招きしました。

皆様どうぞ宜しくお願い致し
ます。

成田 良治・西川 豊長

奥本 文也・大口 弘和

大谷和雄・佐久間良治

笹野 義春・鈴木 正男

竹内 眞三・魚津 常義
和田 正敏・渡邊 源市

吉田 節美

一足早いX1masとなりますが、

楽しい一夜と致しましょう！！
山本 英次

会員誕生日御、。ー＝

です! ！

藤田千津子

堀江 宏輝

伊藤 建文

樫尾 富二
小山 雅弘

黒野 貞夫

牧野登志子

宮本 光久

水野 賀續
森 幸一

へ

; (12/7分） 足立 一郎・二村 聰鈴木 理之・谷口 優

;浅患屋墓驫学に人間生満科学伊藤健文~菊池 昭元和田 正敏渡邊 源市
萩原喜代子・池田 隆舎人 経昭・魚津 常義

：部(管理栄養学科~幼児保育学科) 小杉 啓彰．小山 雅弘吉田 節美

総篭鰯羅勧璋小…鯛黒須ｱﾔ￥ ＊枯らし絢場にL…。松居敬二・松永 正史在田 忠之

〉山本 眞輔 宮本 光久・宮尾 紘司 結婚記念日祝い。
〉 ホームクラブご無沙汰しました。 三好 親・水野 賀續
;油田 弘祐 森 幸一．成田 良治
； 喪中欠礼につき新年のご挨拶を大口 弘和・佐久間良治 ｜ 合計
2遠慮させて頂きます。 笹野 義春・澤田 淳治 | 42,000円 ｜
ノ
画、ｸ、夕、〃、"、"、タン、〆、夕、夕、夕、〃、〆、"、夕、〃、〆、ｸ、夕、夕、〆、〆、〆、ｸ、夕、夕．、夕、夕、夕、〃、夕、へ〆、ｸ、ｸ、夕、〆、夕、〃、〃、夕、〃、"、"、ｸ、〃、"、"、"、夕、"、ｸ、夕、〆、夕、タン、"、夕、夕、"、"、"、ｸ、ｸ、"、夕

霧:壁揺寝娯j言蕊鰯鳶鐵零

”

；;繍黙蒔鰯嘉罷墓縦議
卜4'凶

開だける方に後日お知らせいたします。 鬮
嬰一・＝一一・零毒雲宝蚕室室壹雲蚕室蚕室雲室雲壺･壹雲雪雲玄雲雲雲緊

易ご,ローターアクトクラブよりお知らせ

1月第一例会

日時： 1月11日（火） 点鐘19:00

場所：名古屋ガーデンパレス

テーマ：酒

担当：専門知識開発企画広報委員会

1月第二例会

日時： 1月18日（火） 点鐘19:00

場所：名古屋ガーデンパレス

テーマ：大自然を知ろう

担当：クラブ奉仕委員会

へ

年次総会

2005～2006年度理事役員の件

全会員の挙手により承認されました。「 1
囮12月度理事役員会議題(12/7)

1，長期出席免除規定の下半期適用免除願いの件

2，退会者の年会費未納の件

’次回例会 平成17年1月11日(火） 新年祝賀例会 於：松楓閣18時
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