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第35例会 3月26日(火)1841号
会 場 グリル ダイニング Ｖ
点 鐘 18:00 (夜間例会)

例会案内
第1842例会 4月2日(火)

テーマ
担

当

外部卓話
司法書士 中川 清様
会員増強委員会

インスピレーションになろう

お客様紹介
司法書士

中川 清様

花見例会(小田原方面)
会長挨拶
例会案内
第1843例会 4月9日(火)

いちご狩り･座禅例会

小宮

皆様今晩は

勇会長

今日は岩槻西口

（グリルダイニング

Ｖ）にて夜

間の移動例会であり,会員増強委員
の皆様方大変ご苦労さまでした。

次回例会案内
第1844例会 4月16日(火)
会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 結婚・誕生祝い
第1回 クラブ協議会
担
当 会長・幹事 飯淵年度

そして今日は司法書士であります
中川

清様をお招きいたしまして

の卓話であります。いろいろとお
話が聞けるのではないかと思いま
すので後ほど宜しくお願いいたし
ます。できるだけ質問時間がとり
たいと思います。さて桜の開花の報道が段々と聞こえてきました。慈恩寺
観音様の桜の木もちらほらと咲き始め、見どころは今週末頃になるかもし
れませんね。さて先週は早くも次年度の理事会が次年度飯淵会長エレクト
の事務所にて開催され、１年の速さを感じております。私の年度はまだ
３ヶ月有りますので皆様と共に楽しんでいきたいと思います。来月には花
見例会、座禅と移動例会が続きますので宜しくお願いいたしたいと思いま
す。

幹事報告

奥津雅史幹事エレクト

1. ロータリー日本財団より、4月のロー
タリーレートが1ドル110のお知らせが
届きました。
2. 埼玉県緑化推進委員会より「緑の羽と
募金の依頼」が届きました。
3. 蓮田 ロータリ ークラブ より、先日の
「3RC合同例会の決算書」が届きまし
た。残金の72,600円は3クラブに分け
て1クラブ220㌦をポリオに寄付なさるとのご連絡がありました。
4. 地区より次年度向けの国際奉仕「フィリピンRI 3800地区向け支援案件
リスト」が届きました。
5. 第4グループ菊池和彦ガバナー補佐より、「第９回会長・幹事会」の案
内が届きました。
・日時

４月24日(水)午後6時~

・場所

大宮「伊勢錦」

加藤和正ガバナー補佐幹事・小宮会長・宮

本幹事ご予定に入れてください。
6. 「第44回岩槻チャリティゴルフ大会」の案内と協賛金のお願いが届き
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ました。
日

平成31年5月15日(水)

・コース

紫あやめ36コース

・参加費

1名5,000円

プレー費

スマイル報 告 の加 藤 哲
男プログラム・
例会 委員
いつもご苦労様です。

・期

候補者は無く、次回に期待したいと思います。

1名12,500円

・締切り4月13日(土)
・担当者

奥津雅史幹事エレクト

7. 地区協議会が開催されます。
・日

時

4/12(金) AM10:20点鐘

・会

場

大宮ソニックシティ

出席者は

岩槻駅改札口

大ホール

午前9時30分集合・出発

8. 第3・第4グループ合同「ポリオチャリティゴルフ

本日のテーマ

大会」が開催されます。
・日

時

◆卓話者紹介…藤田恵子

4/19(金)

増強・退会防止委員会委員

・東松苑ゴルフ俱楽部
・登録料

1名6,000円

・担当者

奥津雅史副幹事

外部卓話

以 前 か ら、
中川先生とは
お付き合いし

9. 飯淵年度の第2回理事会が行われます。
・日

時

4/16(火)6時30分より

て頂いており

・場

所

飯淵昭二会長の会社にて

ま す。今 日 は
お忙しいとこ
ろ、卓 話 に お

委員会報告

越し下さり有

◆橋本かほる財団・米山担当理事

難うございま

いつもお世話になっており

す。先生からプロフィールを頂いておりますので、ご

ます。4月のロータリーレー

紹介がてら皆様のお手元に配布させて頂きましたの

トも1ドル110円ですので、引

で、参考になさって下さい。又、ご相談・その他お聞

き続き皆様のご寄付のご協力

きしたい事などがありましたら、別途、中川先生の方

をお願い致します。

に直接、ご依頼ください。

≪代表者ごあいさつ≫
代表の中川清と申します。

◆増渕 明管理運営担当理事

当事務所は昭和46年4月に旧岩槻市にて個人事務所と

先日来、お伝えしており

して開業し、この度平成30年8月より「司法書士法人

ま す が、い よ い よ 来 週 4/2

中川清事務所」としてスタートを切る運びとなりまし

(火)に、花見ハイキング例

た。

会を開催致します。朝が早

今後は所員一同、心新たに最善の努力を尽くしてまい

いので、(AM7:30岩槻駅西口

る所存でございますので

広場集合・出発)皆様、遅れ

何卒倍旧のご支援ご厚諠を賜りますようお願い申し上

ない様にお願い致します。

げます。

◆阿津澤清会員増強担当理事

≪当事務所の主な業務内容≫
１．遺産承継

本日は、お忙しいところ
司法書士の中川 清様に卓話

２．不動産の名義変更／相続・生前贈与・売買

にお越し頂きました。又、

３．法人の登記／設立・役員変更・目的変更

入会予定者がいれば何方か

４．相続遺言関係業務／預金等の相続手続き・公正証
書遺言

連れて来て頂きたいと思い

５．裁判所関係業務／相続放棄

ましたが、あいにく今回は
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中川清事務所（司法書士法人）

遺言の方式は決定されている。

代表者氏名：中川清（埼玉司法書士会）

遺言書の種類…公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密

TEL：048-757-3405

証書遺言、その他、特別方式等もあります。

住所：埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４丁目３－６

その中で自筆証書遺言の方式が一部変わり

東武野田線・東岩槻駅南口徒歩１分

ました。(本年1月13日以降)
① 旧

◆「卓話」司法書士 中川

新

清先生

全文、日付、名前、印(自筆要)
財産目録はワープロでＯＫ(一部)他は

従来どおり、署名捺印が要

皆さん、今晩は。只今、ご紹介に預かりました中川

検認を要しない

② 遺言書保管制度(2020年7月1日施行)

です。私は本市東岩槻にて40数年司法書士をしており
ます。本日は、実務家の視点から相続についてお話を

被相続人が、遺言は本人の単独意思表示なの

させて頂きます。最近は、新聞やテレビ等でも相続に

で、誰にどのように財産を相続させるかと定

ついて良くされておりますので、関心を持たれている

めるかは自由、何時でも撤回可能です。
ただし、遺留分の規定に違反できない。

方も多いと思います。又、本年は相続法が一部改正さ

遺留分とは…相続人の生活保障です。法廷相続人

れましたので、それを若干ふまえてお話をしたいと思

の2分の1になります。ただし兄弟姉妹に

います。

は、ありません。遺留分を侵害された場
「よくわかる相続」の冊子をご覧頂きながらお聞きく

合、遺留分減殺請求ができます。

ださい。

その請求をしないで放っておくと知った時

先ず22ページの寄与分と云うところですが、故人への

から1年、相続の時から10年で時効となり

特別の貢献をした相続人に、より多く認められる利

請求出来なくなります。

益－「寄与分」が認められるようになりました。
相続の基本を確認したいと思います。

(この後、中川先生の卓話は続きますが、一部割愛さ

相続は人の

せて頂きました。又、会員からも幾つかの質問もあり

死から発生します。相続人は配偶者・子供・直系尊属

ました。お手元の資料を良くご覧ください。)

(父母、祖父母、曽祖父母など)そして、故人に子、孫
も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権
を持ちます。故人よりも前に兄弟姉妹が亡くなってい
た場合には、甥姪がその兄弟姉妹に代わって相続人に
なります。なお、兄弟姉妹に代わって相続人になれる
のは、甥姪までです。これら法廷相続人のほかに、遺
産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。
受遺者…遺言によって財産の受取人として指名され
た者。
特別縁故者…法廷相続人にも受遺者にも該当する人
がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特
別の縁故があったことを申し立て、それを
認められた者である。
相続剤坂とは…相続の対象となる遺産は、土地建物
や預貯金などといったいわゆるプラスの遺
産ばかりではありません。故人の借金など
マイナスの遺産もその対象となるのを、忘
れてはいけません。
相続分は…一応法定相続分に基づいて相続するのが
基本です。
相続分や分割方法…被相続人が、誰がどの様に相続
するか決めたい場合、遺言書を作成する又
は、生前贈与をする。
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ニコニコＢＯＸ・出席報告
小宮

勇

中川先生、ようこそ。今日の卓話、楽
しみにしております。
宮本 和寿 先週は工場拡張のお祝い金、有難うご
ざいました。中川先生、今日は宜しく
お願いします。
関根 隆光 有意義なお話を有難うございました。
阿津澤 清 夜間例会で、夜の岩槻を新発見です。
斎藤 公司 初めての会場で、美味しい食事が楽し
みです。
丹野 寿明 中川先生、卓話有難うございます。こ
れを良い機会に仲間になりませんか。
藤田 恵子 中川清様、ようこそ!!本日の卓話、楽
しみにしています。宜しくお願いしま
す。
( 同趣旨 ) 橋本かほる
清水 常三
遠藤 光治
京野 新悟
増渕
明
山崎 和雄
加藤 哲男
田中 徹夫
奥津 雅史
橋本
昇
萩原 秀咲
飯淵 昭二
萩原 満久

ニコニコBOX金額報告
3/26合計

３０，０００円

今年度累計

９８９，５００円

出席報告
例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

3/26
免除1名

29
(1)

20
(1

7

4

85.71%

3/13修正
免除1名

29
(1)

30
(1)

0

0

100.0%

会
長
幹
事
会報委員長

小宮
宮本
山形

初めての岩槻駅西口ヤオコー入り口角の「グリルダイニ
ング V」にての、理事会となりました。料理はイタリアン系
ですが、ちょっと変わっていて、たまには良いのかなぁ
～。小宮年度、第13回理事会懇親会風景です。

2018～’19年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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勇
和寿
照之

