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第29回例会昭和58年3月8日（火）晴
一

うに．同じ趣味を排つ11t界II'のRtnたちが襲

って友好を深めています。私も260地|>〈の'lif
．‘伽:をしていた1I#にこの委貝公のあるl『を知

り，地区|ﾉ1に委凸公を組織して測当数の会吐

を送り込みました。この2jjに軽井沢にてス
キーのIIt界大会が1｣.なわれ，多くのRtnが災

まり祭典がくり胆げられたが， これはﾒLjaR

cのlll本太郎ｼﾊﾞがj畠催されました。

手品， ヨット，食べ物，汗楽のグループ°な

どバラエティ.暇櫛にありますので：我々のク

ラブからも参加されてはいかがでしょうか。
これも国際泰l1 :のひとつになるかもしれませ

ん。遊びのお話しをII1しあげ，今I-1の挨拶と
いたします。

◇講演

“建設業について'’

公典水野賀績デハ・

建設業というと， －．

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会興48名 ’'1席39淵

llll,'iF率81.25%

◇前回 3ﾉ11「I （,催IMIIIIi『率)97.92%

makeup

深兄満(3/5'J:lll),加膝(1 1i)"(2/25北), l i

卜．溝(3/4北), 'i,ｻ脈ハ.(2/251ﾉ'l l l 'ij.西）

◇ビジター紹介5約

◇誕生日祝福

#fl ~i夫人(3/8),斉膝夫人(3/14)

◇バナー披露

．|上海逆・樹良野RC (',l'lI:l%恥）

◇ニコボックス

松11"W(娘の' | !'､)4'佼入，､j::が決まりました), 11Li

川:ﾊ･(水口卓話させてj)'iきます),*RC伴洲

（御無沙汰しました)，水野（貧)71･(*1 IJII!;i¥

させて頂きます)，鈴木(猟)鳶(妾が無‘擬に退

院いたしました)，佐野閥･(おかげさまで文化

'j't受蛍しました),浜1 1 ,｛;. (夫人誕生祝). "

l鵬H･(夫人誕生祝)，林ｲﾄ(紬嬬氾念祝）

◇松居幹事報告

1． ロータリーの皮3ノlり･がlI1いております

のでお排ち州り|､､さい。

2． 本1_1例会終.｣'後， イド泰公11．夫人懇親旅

行会の打合わせがありますので，親睦活勤

zii会の方々はお艇りドさい。
◇水野(民)会長挨拶

水｢1は趣味についてお‘講ししきす。ロータ

リーには“遊び”が必要です。この遊びは!|〔

のブレーキ，ハンドルとl司じで，あまりにロ

ータリーで時間に縛られるとぎくしゃくして

しまい楽しい例会もつらいものとなり， また

火llfI Iが来たということになりかねません。

ロータリーとしては異賀的のものであり，

符人単位で考えるji:になりますが，本l lお配

りしたパンフレットを御覧になってわかるよ

般的には、 トンネル，

ダム．道路等のいわゆ

る土木工1:＃業と，建物

を造る建築工!1i紫に人

別されますが，雌投業

法（昭¥| 124イト法11t鮒

100号）によりますと，

＝里

上水一式『‘侭．建築一式［･);，大工.rm, .,u

又(]:鴬，造|刺「､ﾂﾄ．．･ ･ ･･群の28業種に僅分され

ています。又この法↑|tによって，建設業を慨

もうとする人は，雌‘没入朧（2つ以_kの都迩

li:I:県で営巣する場合）か知'11: (1つの都jiill:l:

1,L内で髄業する｣妨合）に0;'I:｢ﾘを得なければな

らないことになってI11}ります。

現在， この! ;'II I1を1!ﾄている業者の数は，企

II;|で50万#|:を超えており，愛知lIL内に水ﾄ~l:を

撒く業者の数も2万；|:以上あります。

建設業に就業している人も500万人以_l."

り．全産業就労.苫の10形に当ります~

－1－



建設投資でみても，剛民総ﾉI雄の20%以上

を占めており，国民経済的にみても非常にウ

エイトの高い産業に成長して来ました。
人類の歴史の中で． 「－ ．つの雁|の経済が，

約30ｲ'二にわたって，年平均10%以|房の高度成

促が続いたのは，戦後の11本以外にない」と

いわれておりますが，戦後の建設梁は、 この

経済成長率を更に上Inlる率で｛IIIびてきまし

た。

しかし・ こうした尚度成艮も他の産業と同

様に．節1次石油ショックを契騰に終馬を迎

え， ／ｻでは完全に「厳冬のllｷ代」に入ってお

ります。
建設業の他の産業に対する特異ﾔ|§は，

イ）多祁多様の単品受誹ﾉ|旅であり

ロ） ‘移動順堆で，常に/|:雌する場所が変る

ことであり， このため， 、つの企業が全て

の/|産|程を整え，施|:することは，人的に

も物的にも効率が怨くなるため．各ﾈ|:が弾力

的な′|産休制を敷くことになります。こうし

た特異性のため。業者数は50万以上になって

はおりますが，その内の99彩以l ･"I I '小零細

業脅で占められており，体衡的に弱い業繩で

もあります。

,l.1j度成長のII'でも，比1校的哩まｵ1,た環境に

あった建設業であるがため，肌ｲliはより厳し

い蝋境になっており．雌没龍全休として今後

の〃li'jを見直すと同IIfに, ffil:は様々な生き
残る道を模索しているのが現状であります、

“遺! ;･の話し”

会貝西川豊長 ／↑

l l本では．妓近遮汽

侭であるという，人情と遊疑にﾉ際づいた考え

が過言制度の遮礎になっています。そして私

〃財産制度に雄づく財産処分の'3山というこ

とが適高制度の前提になっています。

llll:のII~I民法では，家将lil統が主で，長ﾘjが

flll･雌を1人で#日続する越前でしたので，和

統争･いが少なく，造言をする人はほとんどあ

りませんでしたが，現ｲjの民法では，共同相

続となり，核家族化，持家指li'jとともに，相

続人の樅利意識が高まってきたのと．地価の

尚雌のため，相続をめぐる争いがしばしば起

こるようになりました←

こういった紺続γiいを防ぐには，遺言が何

にもまして効用があります。又法定州続分と
いうものが乢法で定められていますが，過言

をすると，家庭の事"liliや家粟の実態に即し

て， もっとも実情に合うように，法椎で定め

たｲ1IMi))を|'| >>の愈思で修II｛することができ

ます

さらに税金の面でも. jmLi.の〃が生ji蛎与

よりも、はるかに負佃が軽くなります

遺!；のしかたには, IJAWlli1II:迩荷と公｣lf証

, l l:ju!:の2つがありますが， ノく‘朧なことは，

心身‘ともに雌峨なときに、方式・内容とも1E

しい辿! ;. ,'|:を作成することであります。この
点，公iill;人の雁数料はかかりますが，公l12証

III:ju' ;.の力が自轆苫過言よりもはるかに優れ

ているといえます、

◇事務所移転のお知らせ

fr li 深兄単，僻

移1朧のl l 昭伺158年3)jl3I I ( I 1 )

Wfll務所 〒461 fl11,.lgl ll.jI(I><I41"2-4

－30八典第2センタービル9F

TEL 971-0252

公 此 l l下氏|!,ド 洲．

‘移'胸､の| ’ 昭和58年3ノ1251 1 (f)

新‘"業所 〒460名古雌'l'. ' | ! |><栄3－1－

1 広小路第・生命ビル
5F

TEL 262-3030

◇次回例会（3月15日）

IIWf "とかげのしっぽとI塒の’講し”

fil 大口弘和ハ．

！'〔!蒲“私と彫金”

fMl佐野寛 ・リド

◇次々回例会（3月221 1)職場例公

；＃波“ボウリングの話し”
)l1ヶ丘ボウル・支配人 松崎松夫氏

へ

をする人がふえていま

す。統計上この10ｲ|皇''1

に腓燗しているといわ

れます｡ある‘傭託銀ｲj

が一つの企画として通

‘;､腱を|淵いたところ，

儲く礎の朧況であった

といいますハこのことといいます。このこと

闇
一

は、想像以Lに遺言に

対する1 I本人の意識が変化し，適占沖の活用

を考える人がふえているということを示すも

のであります。

遺閾を定抵づけてみますと。人の岐終の,獣

恩に死後法的効果を認めて．その'だ呪を保|庫

する制度であります。つまり，人が|'|分の死
後にその遺産や血縁昔の身分について．蚊終

的な意思表示をしておきたいと蝋むのが人情

であり，遺族がその希割1を実現させるのが道
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