
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2202例会 平成 30年 10月 18日  

ソング：それでこそロータリー 

行 事：地区大会報告 

 

 第 2201回例会 平成 30年 10月 11日の記録  

 
 会長の時間  山門弘毅 会長

 

 10 月に入りました。3

月決算の企業ですと半期

決算が出てくる時期です。

私は毎月の数字は勿論で

すが、四半期、半期はよ

り深堀りして事業計画に

沿って商売ができているかの確認と計画の修

正をします。今期のロータリーも第一四半期

を終えましたので、期初に掲げた重点事項に

対しどのような経過かを振り返ります。 

１） IMを成功させる 

残念ながら台風直撃で中止しました。代替開

催の計画は無く、出端をくじかれたかたちと

なりましたが、やむを得ないので他の重点事

項うに注力する事でご理解いただければとお

もいます。 

２） 出席率の向上を図る 

他クラブと比較しますと全然足元にも及びま

せんが、当クラブの前年度・前々年度と比較

しますと向上してきています。極めて出席率

の低いメンバーに対しましては、全メンバー

で出席を促すお声がけをいただきますようお

願いします。 

私も個別に連絡をとるようにしますが、悪く

ても月 1 回の出席をして頂ければ、随分出席

率が向上する計算になります。みなさんご協

力ください。 

３） 会員増強 

期初に森岡雅貴会員に入会いただきましたの

で、プラス１ではありますが、前期末にマイ

ナス１していますので、なんとかあと 1 名は

最低でも増強して実質的なプラスへともって

いきたいと思います。全メンバーで周りを見

渡していただき、ふさわしい方がいらっしゃ

いましたらどんどんご紹介いただきますよう

お願いいたします。 

４） 公共イメージの向上を図る 

今から各委員会の活動が活発になってくると

ころですので様子を見たいところではありま

すが、活動が具体化していない委員会では、

この目的に貢献できるよう事業策定、広報の

検討をいただきますようお願いいたします。 

以上の様な点を踏まえ第２クウォーターをす

すめていきたいと思いますので、改めまして

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 
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 幹事報告  片岡博也 幹事

▼上野、松阪、松阪山桜、松阪東、津南ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いておりま

す。 

▼ガバナー事務所より２０１８決議案集、決議案の概要と第４０回バギオ訪問交流の旅募集要項

が届いております。 

▼地区事務所より地区増強状況報告と次期米山奨学生世話クラブ受入説明会受入説明会のご案内

が届いております。 

▼経済と地域社会の発展月間リソースと１０月２４日世界ポリオデーに向けてのご案内が届いて

おります。 

▼津ロータリークラブより日赤三重県支部点訳奉仕団への資材贈呈についてのご報告が届いてお

いります。 

▼紀伊半島寿野球大会実行委員会より協賛協力のお願いが届いており、昨年度同様協賛いたしま

した。 

▼茶道裏千家淡交会南紀支部・青年部より創立５０周年記念大会誌を戴いております。 

▼横浜戸塚西、伊勢中央、伊勢南、伊勢ロータリークラブより週報を戴いております。 

 

 

 会員卓話 庄司 幸 会員 

 司法書士の仕

事についてお話

しさせていただ

きます。司法書士

業務には、登記、

供託手続の申請

代理、法務局、裁

判所に提出する書類の作成など色々あります

が、そのうちでも一番多いのが登記の仕事で

す。最近は遺産承継業務、成年後見業務も増

えてきたように思います。遺産承継業務や成

年後見業務は司法書士でなくても、誰でもす

ることができる業務であり、司法書士も業務

として受任しています。遺産承継業務につい

ては相続人間で紛争がある場合には司法書士

は相続人を代理して業務を行うことはできま

せん。弁護士法に違反し非弁行為にあたる恐

れがあるからです。紛争はないが、相続人の

一人に委任するのは何だかいい加減な処理を

されないか心配で抵抗がある。それよりも第

三者を入れた方が遺産配分を受けるについて

透明性のある処理が期待され安心できる。そ

のように思われた方から資格者である司法書

士への依頼があるのだと思います。成年後見

業務については、障害や認知症などにより当

人の判断能力低下があるとき、その人を法律

的に支援するために行います。その状態によ

り、家庭裁判所の審判で後見になるか保佐、

補助になるか決められます。私は現在、１人

の方の成年後見人と別の１人の保佐人をして

います。施設入所の契約や介護契約その他福

祉サービス契約の締結、遺産分割協議や預貯

金に関する金融機関との契約などを本人に代

って行っています。司法書士が成年後見業務

をするとき、公益社団法人成年後見センター・

リーガルサポートに登録して行います。年間

を通した研修の受講、年２回の業務報告（別

途裁判所には年１回報告）、預かっている預

金通帳や証書の原本確認を他の会員２名から

受けるなど不正防止の取り組みが強化されて



います。先日は、台風の後、被保佐人宅を訪

問したところ、本人さんは無事でよかったの

ですが、さしかけのビニール板が、ばらばら

に飛び散っていて、早速保険の請求手続をし

たところです。登記手続のように短期間で終

わることができず、基本的に被後見人等が亡

くなるまで続くことになります。業務負担は

大きいですが、地域の方のお役に立てればと

いう思いでやっております。さて業務の中で、

一番多い登記についてです。登記と一くくり

にいいましても、種類によって、その内容は

全く異なります。 

登記の種類その① 

不動産登記 

 全国各地にある管轄する登記所において手 

続をします。 

 不動産登記は，私たちの大切な財産である

土地や建物の所在・面積のほか，所有者の住

所・氏名などを公の帳簿（登記記録）に記録

し，これを一般公開することにより，権利関

係などの状況を誰にでも分かるようにし，取

引の安全と円滑を図る役割を果たしていま

す。 

 皆様になじみの深い不動産登記は登記義務

のあるものとそうでないものがあります。権

利の登記（登記義務なし）と表示の登記（登

記義務あり）です。 

 表示の登記は、新しく建物を建てたとか畑

から宅地に地目を変更したなど不動産の物理

的状況を表題部に登記します。 

 登記している内容に変更があったとき、法

律上は１か月以内に申請する義務がありま

す。義務はあるのですが、実際は守られてな

いことも多いのが実情です。かなり昔に取り

壊された建物が滅失登記されないままで登記

の残っているものもよくあります。 

 権利の登記は、甲区・乙区にする権利の得

喪及び変更の登記です。登記できる権利は「所

有権，地上権，永小作権，地役権，先取特権，

不動産質権，抵当権，賃借権，採石権」の９種

類に限られています。 

 権利の登記は義務づけられていませんが、

登記しないと自分の権利を第三者に対して自

分の方が優先すると主張することができませ

ん。 

 所有権に例えれば、登記をしなければ異を

唱える第三者に対して自己が所有権を取得し

たことを主張しても認められないこともあり

ます。登記をしておけば、第三者に対しても

先に登記をしたほうが勝ちだと言えるわけで

す。 

 第三者との関係ではありませんが、相続登

記を何代にもわたってしていない方がいま

す。相続や法人の合併による登記申請は義務

ではないので，亡くなったお父様名義のまま

にしておくことも法律違反ではありません。

しかし、いつまでも放っておくと、どういっ

た問題が生じるかといいますと 

①登記簿上の所有者は死亡しているわけです

から，相続人が相続した不動産を売ったとし

ても、相続登記をしてからでないと買主は登

記することができません。買手もつきにくか

もしれません。②その不動産を担保に金融機

関からお金を借りることもできないでしょ

う。また，③何年も登記していない間に相続

に関係する人間関係が複雑になって，遺産分

割協議が難しくなり，登記の必要書類も多く

なります。実際，何代も相続登記をしていな

い間に法定相続人が１００人以上に増え，事

実上、相続登記手続が進まない例もあります。

④防災や災害復旧の工事をしたいが、登記簿

上の所有者が死亡しており相続人がすぐに分

からないことから公共事業にも支障をきたし

弊害となっていることも近年よく聞く話で



す。 

 このように，あとあと面倒なことになるこ

ともありますので，相続登記はなるべく早く

すませておいたほうがよいのではないでしょ

うか。 

登記の種類その② 

商業・法人登記は、会社・法人について，その

存在を明確にするために代表者が誰で資本金

はどれだけか等、本店、商号、目的、役員等一

定事項を登記記録に記録して公示するもので

す。 

 会社の本店を管轄する登記所で登記し、三

重県であれば、津地方法務局でしかすること

はできません。 

 会社法上、法人についても同様の定めがあ

りますが、登記事項に変更が生じた場合には、

２週間以内に変更登記を申請しなければなら

ないと定められています。 

 登記を怠っていると過料に処せられますの

で、変更があったときにはその都度登記申請

をお忘れにならないようご注意ください。 

そ他にも、登記の種類 

その③債権譲渡登記、その④動産譲渡登記、

その⑤成年後見登記その⑥船舶、立木、動産、

工場財団登記など様々な登記があります。 

 

 

 諸事御祝  

お誕生日：赤阪俊一会員  結婚記念日：山口哲生会員 

     山口哲生会員 

 メークアップ  

ワールド大阪ロータリーEクラブ 大崎実吉会員 

 

 ニコニコＢＯＸ 

会長・幹事…出席ありがとうございます。１３日（土）１４日（日）地区大会に参加される方、よ

ろしくお願いします。 

庄司  幸…卓話させていただきました。 

濱田 直美…庄司さん卓話たのしみにしています。 

尾﨑しほ子…９月は全欠席で申し訳ありません。 

赤阪 俊一…６８才になります。大台（７０）まであと少し、頑張ります。 

山口 哲生…４３才になりました。結婚記念日のお祝いを頂いて。 

阪口直記、大崎順敬、斎藤友紀、糸川佳男、西村昭宏、森本衞、井上登、野地俊行…ビール頂いて。 

田端 稔充…お酒ありがとうございます。庄司さんご苦労様。 

 

 

 

 次回第 2203回例会  

10月 25日：外来卓話 

 出席報告  赤阪俊一 出席委員長 

会員数 36名  出席数 21名  欠席数 15名 

出席率 58.33% 修正 61.11％ 


