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広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

今週のプログラム 

「第 64回創立例会 ・第 5回クラブ協議会」 

 

前回例会報告（３月１７日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

会長挨拶 
寒暖をくり返しながら、日に日に春らしい陽

気が感じられるようになりました。先週 3月 11

日には広島で桜の開花が宣言され、いよいよ

2021年の桜前線がスタートしました。ちなみに、

広島が全国で最も早く開花が観測されたのは

1953 年の統計開始以来初めてだそうです。今の

ところ銚子の開花予想は３月２１日とのことで

すが、去年に引き続き、今年も桜の木の下でのお

花見は非常に難しい状況下にあります。春と言

えば桜、今年は各々静かに楽しむのも一計かと

思います。 

 さて、3月 13日（土）、三井ガーデンホテル千

葉にて、「2020年度米山記念奨学生・終了式及び、

歓送会」が開催されました。当クラブからは、高

瀬幹事とショハーン君が出席致しました。カウ

ンセラーの代理でご出席頂いた高瀬幹事、大変

お疲れ様でした。ショハーン君にはもう一年米

山記念奨学生として頑張って頂きたいと思いま

す。また、大里会員におかれましては、引き続き

カウンセラーとしてどうぞよろしくお願い致し

ます。 

 ところで、私は学生時代、商学部でマーケティ

ングを専攻していたのですが、私の通っていた

大学では他学部履修が可能でしたので、当時テ

レビによく出ていた法学部の栗本慎一郎教授の

授業を興味本位で履修することにしました。そ

してもう一つ、興味があった文学部の「漱石論」

を履修することにしました。栗本教授の授業は 1

限目にもかかわらず、とても人気のある授業で

したが、もともと授業内容に興味があった訳で

はなかったので、早々にその授業の単位を取る

ことを断念しました。 

 一方、文学部の「漱石論」は大変興味深く、一

度も欠席することなく、授業に出席しました。そ

こでは、文学部の人たちに交じって、漱石の三部

作について勉強しました。私は「漱石の作品で一

番好きなのは？」と尋ねられたら、本格的に職業

作家としての道を歩み始める前の作品である

「『吾輩は猫である』です。」と答えます。ありき

たりではありますが、軽妙洒脱で、文体のリズム

も弾み、落語好きだった漱石の文体は、声に出し

て読んでも、そのまま耳に入り意味がとれる。こ

れは当時の文章としては画期的なことでした。 
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また、漱石の作品の中には「高等遊民」なる人

種が度々登場します。「高等遊民」とは高等教育

を受けながらも職につかず、読書などをして過

ごす人のことで、明治 44年頃、高等遊民問題は

社会上最も重要な問題であったそうです。今で

いうところのニートに似ているような気もしま

すが、それとはまた違うようにも思います。 

 ロータリーではよく職業奉仕と言いますが、

漱石は『道楽と職業』という作品の中で、仕事に

関する考えを次のように述べています。 

「己のためにするとか人のためにするとかいう

見地からして職業を観察すると、職業というも

のは要するに人のためにするものだという事に、

どうしても根本義を置かなければなりません。

人のためにする結果が己のためになるのだから、

元はどうしても他人本位である。」と。 

また、「人のためにする分量すなわち己のため

にする分量であるから、人のためにする分量が

少なければ少ないほど自分のためにはならない

結果を生ずるのは自然の理であります。」と述べ

ています。皆様もお気づきかと思いますが、この

一節、皆様よくご存じのロータリーの「超我の奉

仕」と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ

る」に相通じるものがあるように思います。 
時代を超えても漱石が評価される理由は、物

事の本質を捉える能力だと言われています。本

質を捉えた考え方は時代を超えても色あせるこ

となく、我々に気づきを与えてくれます。それは

ロータリーの考え方が 100 年を超えても色あせ

ることがないのと同じことであると思います。 

3.18臨時理事会報告 
１）永澤信会員・山崎芳樹会員退会の件 

…承認 

幹事報告 
1. 2020 学年度米山記念奨学生カウンセラー所見

のお願い 

2. (再送)3/21「ロータリー学友による被災地復

興チャリティーコンサート」開催と参加登録

のお願い 

3. 2021学年度業務委託・覚書締結の件 

（米山奨学生） 

4. MyROTARY のリニューアルに伴う修正中の問題

について 

5. コーディネーターニュース 2021年 4月号 

6. 風の便り Vol.6 No8(通刊 78号) 

…ガバナー事務所 

7. 第 4 グループ 『グループ再編に係る問題終

結宣言並びに御礼』 

…千葉北 RC 

8. ハイライトよねやま２５２ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 第 2回理事会議案提案結果について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

会員の記念日   

 

 

 

 

須永清彦会員 

(3月 15日) 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧泉 英伸会員 

キャンピングカーを売却

しました。詳しくは本日

の卓話でお話します！！ 

 

 

 

 

卓  話 

「 民法改正など 」    泉 英伸会員 

卓話の機会を頂きましてありがとうございま

す。民法改正「など」というタイトルにしました

のは，今回主に話そうと考えた民法（債権関係）

の改正は，範囲も広く，まだ馴染んでおらず，今

の私に，皆様の興味をそそりつつ，わかりやすく

まとめることはとても無理であるとわかったの

で，他の話もしつつ，民法改正の話は少なく薄く

なることをご容赦願いたいという，恥ずかしい

言い訳であります。 

ニコニコでお伝えしたとおり，マイキャンピン
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グカーを先週の土曜日に売却しました。タイプ

としてはバンコン（ワンボックスの商用車ベー

ス）とキャブコン（トラックの荷台部分に居住ス

ペース）のうちの前者です。トイファクトリーと

いう人気ビルダーのバーデンというモデルでし

た。キャンピングカーは中古市場でも人気があ

り，同社に今から買うとした場合の納期を尋ね

ると来年の５月以降との返答でした。新車は１

年以上待つので，それまで中古車でもよいから

乗りたい人がいるのでしょう。６年半も乗って

いたのに購入時の８～９割の価格でした。寂し

い気持ちはありますが，東京に月３～４日程度

しか乗らない普通車が置いてあり，4 月からそ

れに乗ることにし，キャンピングカーで裁判所

等に移動している変な人という看板を外すこと

にしました。なお，お金に困ってはおりません。 

民法の改正について，前回お話しさせて頂いた

相続のことも含めて説明します。 

民法は，明治２９年（１８９６年）に制定され

た第１編総則・第２編物権・第３編債権と明治３

１年（１８９８年）に制定された第４編親族・第

５編相続から構成されていますが，親族・相続い

わゆる家族法は，時代の変遷に応じ何度か大き

く改正されています。 

ちなみに，明治２９年は，世界ではアテネオリン

ピックが開催され日本では明治三陸地震の大津

波で 2 万人以上の犠牲者が出た年だそうです。 

親族・相続の改正は，昭和２２年（家督相続制度

廃止・配偶者の相続権の確立等）が重要ですが，

昭和３７年、同５５年、平成１１年、同２５年、

同３０年（２０１８年）の配偶者居住権・分割前

の預貯金払戻し・自筆証書遺言方式緩和等があ

ります。 

また，令和４年（２０２２年）４月１日施行の成

人年齢２０→１８歳と婚姻開始年齢１６歳→１

８歳はとても身近な改正ですが，施行日に１６

歳，１７歳の人は父母の同意があれば婚姻でき

ます。また，養子をとる事、酒タバコ，勝ち馬投

票券，猟銃所持，大型中型免許などは２０歳以上

要件が維持されます。 

本題の債権関係の規定（契約等に係る規定）は１

２０年間ほとんど改正されていませんでしたが，

平成２９年（２０１７年）成立し，令和２年（２

０２０年）４月１日施行されました。 

①消滅時効は，職業別の短期消滅時効が廃止さ

れ，権利を行使すると事ができるときから１０

年の他，知った時から５年の要件が加わりまし

た。②法定利率が３％に下がり統一されました。

なお，3 年ごとに変動となっています。③包括根

保証禁止の対象が貸金等債務以外の例えば賃料

債務等にも拡大されました。④錯誤の効果が無

効から取消になり５年の期間制限となりました。

⑤売主の瑕疵担保責任が契約不適合責任と呼称

され，代替物等請求や減額請求が認められまし

た。 
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委員会報告 宮内龍雄職業奉仕委員長 

24 日例会終了後、

第 5 回クラブ協議

会開催。 

「会員基盤の強化

と５年後のクラブ

の在り方について

考える」をテーマ

に全会員の皆様へ事前にアンケートを実施して

おります。未だの方は本日中にご提出ください。

宜しくお願い申し上げます。 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３３名  

出席２６名 欠席７名  

出席率 ７８．７９％ 

欠席者：村田君・永澤君・大里君・大岩君 

多部田君・鈴木君・高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  なし 

 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

桜が咲き始めました。 

陽光桜は綺麗に咲いてます。 

 

残念ながらコブシは今年も咲きません！ 

標準木のソメイヨシノはまだつぼみです 

 

3 月 20 日 撮影：金島 弘会報委員長 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥451,500 

スモールコイン ￥ 3,200 計 ￥ 39,243 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 38,051 

希望の風 ￥ ― 計 ￥213,170 

次週（３月３１日）プログラム 

「災害時に役立つ公衆電話」 

公益財団法人 日本公衆電話会       

 関東統括支部 事務局長 菅谷 敏夫様 

お弁当：高浦（幕の内) 

 

 

 

 

 

 

 

 


