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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」・「年次総会」
　「イニシエーションスピーチ」
　辻和英 会員

▲

11月17日のプログラム
　 「バコロド北 RC　短期国際青少年交換留学事業に

おける事前視察団例会訪問」
　「10月31日 ガス記念日にちなんで」末藤達也 会員
　「11月１日 警備の日にちなんで」堀善直 会員

「社会保険労務士の業務」 神田豪 会員

10月27日のプログラム

　社会保険労務士は，年金・医療・介護等の社会保険分野と，働く人に関する法
律（いわゆる労働法）を中心として事務手続きや相談業務を行っています。この業
務分野では少子高齢化があらゆるところに影響していますので，その流れを理解
していると，法改正の意味や国の考える今後の方向性がよく理解できます。
　少子高齢化の大きな影響として，働く人の減少と社会保障費の増大が挙げられ
ます。働く人の減少に対しては，多様な働き方を認め，推進することが考えられ
ています。また，社会保障費の増大に対しては，増税と歳出削減を同時に行うこ
ととなります。歳出削減に関しては，例えば，年金の支給開始年齢を引き上げる
と，雇用の圧力が強まり，介護保険利用対象者を絞り込むと，介護をしながら労働できる環境作りが必要
となるなど，企業にも大きな影響を与えることとなります。
　社会の変化に対して，対処が遅れると法律で強制されることとなり，逆に先取って対処すると国からの
補助に結びつくなど，環境の変化を見極めて対処する必要性がますます高まっています。

「司法書士の今とこれから」 朝霧元晴 会員

10月27日のプログラム

　まず，一般的になじみが薄いといわれています司法書士の仕事についてお話し
ます。法務局と裁判所という二つのいわゆる官庁での手続きに関する代理行為に
なります。大きく分けると御覧の通り，不動産の登記，会社・各種法人の登記・
供託手続・帰化申請等法務局提出書類の作成，簡易裁判所の訴訟代理（債務整理含
む）・裁判所提出書類の作成，成年後見・財産管理業務，各種法律相談業務の６つ
に分けられます。この中で皆様がご存じなのは不動産の手続きと，会社・各種法
人の手続き，この２つが多いと思います。



　次に業界の現状ですが，近年の過払い金請求事件の減少により，債務整理等の裁判事務から登記業務に
シフトしている事務所が増えたことと，合わせて不動産市場も将来の縮小が懸念される厳しい状況であり
ます。ちなみに私の事務所における各業務の割合ですが，不動産関連が約86％，会社・法人関連が約10％，
裁判所提出書類作成や相談業務などその他が残り数％となっており，この偏った比率を改善する必要性・
危機感を以前から感じております。このため，昨年から改善のための取り組みを始めているところです。
　ここからは私個人の目指す方向性ですが，今後力を注いで伸ばしていくべき業務としましては，財産管
理業務と法律相談業務の２つだと考えています。まず財産管理業務のほうですが，その中の遺言執行者に
ついて重点を置いて取り組むつもりです。そして法律相談業務のほうは，個人の方ではご相続の生前対策，
企業様は事業承継に特化していきたいと考えております。最近よく聞かれるようになりました，家族信託・
民事信託という手法は，株式や資産の引き継ぎに使える，設計の幅が広い方法なので今勉強している最中
です。ご興味のおありになる方はまた，お尋ねください。
　以上で，私のお話を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。

例会報告（10/27）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者16名）
　出席者　76名（内出席免除者出席12名）
　出席率　82.61％（前々回訂正後出席率91.49％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。本当に過ごしやすい，いい時候がやってきました。今度の日曜日は境港で地区大会
です。ご参加の会員の皆様にはよろしくお願いします。私と幹事は前日の土曜日から行っています。
　今月は米山月間です。ニューメンバーの方はよく知らないと思いますが，米山奨学会は日本だけのもの
で，RI にはありません。米山梅吉さんが始められたものです。今では日本のロータリークラブには欠かせ
ない存在になっています。
　また，来月の13日には社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会共催の事業である後楽園で
の園遊会が開催されます。お手伝い出来る方またご参加出来る方はよろしくお願いします。16日にはフィ
リッピンのバコロド北ロータリークラブの方が来られるので歓迎会を予定しております。奮ってご参加の
ほどよろしくお願いします。

幹事報告
１．10月30日（日）自衛隊美保基地において開催されます，本年度地区大会は予定どおり開催されます。

ID とテーマバッヂを忘れずにお越しください。バスで行かれる方は，岡山プラザホテルを６：30出
発となっておりますが，集まり次第出発させていただきます。なお，西口からご乗車予定の方は事
前に必ず冨岡副幹事までご連絡お願いします。地区大会現地での集合写真撮影についてですが，特
設会場入口バスの到着にあわせていただきたいと思いますので，自家用車で来られる方は特設会場
入口に９：30を目途に地区大会会場に到着の程，よろしくお願いいたします。尚，会場は格納庫で
すので想像以上に寒いかもしれません。寒さ対策をご準備ください。

２．10月24日（月）６RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
３．11月のロータリーレートは，１ドル＝102円です。
４．次週11月３日の例会は，法定休日（文化の日）でお休みです。次回の例会は，11月10日（木）となって

おります。年次総会も開催しますのでご出席よろしくお願いいたします。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●社会奉仕委員会　大河原喬 委員長
　11月13日（日）園遊会が開催されます。スタッフの方にはお世話になりますと共に，スタッフ以外の方も
多数のご来場をお待ちしております。

お 食 事
（下町メニュー）焼きギョーザ，チャーハ
ン，酢の物，ワカメスープ，デミコー
ヒー



●スマイル●
齊藤（博） 先日とてもいいことがありました。副 S.A.A. に最近は何もいいことがないのですかと言

われてただけに本当にうれしくスマイルをさせてもらいます。
石井 第２回クラブフォーラム多数の出席ありがとうございました。今日67歳の誕生日を迎え

ました。今後もご指導よろしくお願いします。
諸國 地区大会欠席します。申し訳ございません。スマイルします。
佐藤 ①第２回クラブフォーラムでは活発な議論をありがとうございました。　②地区大会には

ID とテーマバッヂを忘れずに安全運転でご参加ください。
神田 本日卓話をさせていただきます。準備のため寝不足気味です。
赤松 ①先日は，家内の誕生祝いと，私共の結婚祝いありがとう存じました。　②今年のワイン

の仕込みも済みました。
池田 この度は，鳥取の地震の件ではご心配をおかけしております。岡山県北は震度５の揺れ

で一部被害があったものの通常営業しております。弊社が運営している倉吉市関金温泉
では，屋根等が破損しましたが，一部再開しました。湯原温泉旅館組合，真庭市と協力
して無料で被災者の入浴受け入れを当面実施しています。微力ながら応援しています。

岡本 山陽新聞10月26日朝刊に顔写真入りの記事が載りました。
黒住 北海道は雪が降り始め，堀さん，神田さん，坪井二郎さん，スキーのトレーニングお願

いします。坪井パスト会長はロータリーは生涯の友とおっしゃいます。このメンバーに
は一生つきまといますのでよろしく。来年も北海道スキーです。渡邊修司さん，今度は
逃がしませんのでよろしく。

安藤 昨日より明日まで，幕張メッセにてクラウド展示会に出展しています。２週連続の欠席，
申し訳ありません。メークアップします。

勘藤 齊藤会長，先日は結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございました。早速お仏壇
にお供えし，仏様と会長に感謝のお勤めをいたしました。合掌

和氣 平成18年11月２日に入会させていただき，今月で10年を迎えました。まだまだ未熟者で
すがこれからもよろしくお願いします。

横手 妻の誕生日にお花ありがとうございます。岡﨑さん，末藤さん，先日はお世話になりま
した。

渡邊（修） 妻の誕生日に素敵なプレゼントをお贈りいただきありがとうございました。余談ですが，
今月から始まった NHK 連続テレビ小説「べっぴんさん」の主人公“すみれ”の実在のモデ
ルである，板野惇子（ばんのあつこ）さんの秘書を，妻が独身時代にしておりました。子
供服ブランド「ファミリア」の創業者で，本物を追求し，妥協を許さない，信念を貫く
女性だったそうです。皆さんも是非ご覧になってください。

岡﨑 ①大西さん，メルパルクでのご講演，勉強になりました。ありがとうございました。　②
山田さん，大変お世話になりました。

朝霧 ①冨谷さん，昨日は大変お世話になりました。そういえば，ゴルフの順位表をもらって
ないです。　②本日の卓話，後半を担当させていただきます。よろしくお願いします。

影山 冨谷さん，内山淳さん，昨日はお世話になりました。
冨谷 ①昨日は根木直前幹事ありがとうございました。また，朝霧先生，内山会員，影山会員，

お世話になりました。本日早退します。
貝原 先日のフォーラムでは，スマイルのことを話題にしていただきありがとうございました。

（イヤミ）それから齊藤会長，週に一つくらいは良い事を作って下さい。でも，ありがと
うございます。

 19件　91,000円
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第４回ゴルフ同好会（11/6）
　11月６日（日）本年度，第４回ゴルフ同
好会例会が齊藤会長のメンバーコース

「岡山金陵カントリークラブ」で開催さ
れました。紅葉も色付く中，秋の冷え込
みもございましたが，ゴルフでは，楽し
くも熱い戦いが繰り広げられ優勝は朝霧
会員，準優勝は阿部会員，三位は髙藤会
員，ベスグロ賞は阿部会員と言う結果で
した。次回は「倉敷カントリークラブ」
です。
更なる精進を目指して（合掌）
（第４回例会） OUT IN GROS HDCP NET
優勝　朝霧元晴 会員 51 47 98 36 62
２位　阿部英夫 会員 40 40 80 10 70
３位　髙藤祚嗣 会員 43 48 91 20 71
ＢＧ　阿部英夫 会員 40 40 80 10 70
 ［文章・写真提供：末藤達也会員］

11月の月間行事予定  ロータリー財団月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
３日例会休会
10日通常例会

17日通常例会

24日通常例会

・法定休日
・お祝い行事・年次総会
・「イニシエーションスピーチ」 辻和英 会員
・ 「バコロド北 RC　短期国際青少年交換留学事業におけ

る事前視察団例会訪問」
・「10月31日 ガス記念日にちなんで」 末藤達也 会員
・「11月１日 警備の日にちなんで」 堀善直 会員

・「生き残りをかけた養鶏経営」
アルム株式会社 代表取締役社長　荒嶋望 様（岡山岡南 RC）

６日　　・ゴルフ同好会（金陵 CC）
10日　　・理事会
13日　　・社会奉仕　園遊会（後楽園）
15〜17日・ バコロド北 RC 事前視察訪

問団来岡
　　　　　（ 16日バコロド北 RC 視察団

歓迎会−アークホテル岡山）
17日　　・麻雀同好会「東風の会」

11月の月間メニュー
３日例会休会
10日通常例会

17日通常例会
24日通常例会

・法定休日
・ 黒豚ミンチのハンバーグステーキ デミグラスソース 温野菜添え，スープ，サラダ，ライス，

コーヒー
・幕の内，中華スープ
・ （下町メニュー　豚汁定食）鶏唐揚げ 香味ダレ サラダ添え，小鉢 春菊・しめじ・白キクラゲの

お浸し，豚汁，御飯，漬物，デミコーヒー

２位・BG　阿部英夫会員優勝　朝霧元晴会員 ３位　髙藤祚嗣会員



2016〜2017年度RI 第 2690地区�地区大会（10/29－30）
　10月29日（土）〜30日（日）鳥取県米子市及び境港市内において，2016〜2017年度 RI 第2690地区（鳥取・島
根・岡山）の地区大会が開催され，29日（土）は地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI
会長代理歓迎晩餐会，30日（日）は本会議，記念講演，懇親会等が行われました。本会議は航空自衛隊美保
基地で開催され，地区内67クラブの会員，ご来賓を含む約1,500名（岡山東 RC からは39名）が参加して，盛
大に行われました。地区大会本会議Ⅱの2015−2016年度表彰では，我が岡山東 RC は下記の表彰を受けま
した。

＜2015－16年度における地区表彰＞
　●米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ表彰（５RC）
　●米山記念奨学会普通寄付（5,000円／人・年），かつ特別寄付（10,000円／人・年）達成クラブ表彰（33RC）
　●ロータリー財団メジャードナー（レベル３）藤岡千秋 会員，
　　　　　　　　　　　　　　　　（レベル２）坪井俊郎 パスト会長（他３名）
　●年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成（46RC）
　● 地区ガバナー感謝状　鳥居滋 パストガバナー（2013年・2016年規程審議会代表議員としての貢献に対し）
　●ポールハリス・ソサイエティ（2015−16年度になられた方）
　　諸國眞太郎 副会長・内山淳 会員・黒住陽一 会員（他９名）

庄司尚史ガバナーのご挨拶 千玄室 RI 会長代理のご挨拶

2016－2017年度 RI 第2690地区 地区大会に参加の皆さん（航空自衛隊美保基地にて）



参加クラブ紹介に応える岡山東 RC メンバー

会場に展示された昨年度事業紹介パネルと，荒川直前会長

2017－2018年度地区大会のご案内　2017年10月21日（土）－22日（日）於：倉敷市

金澤泰子氏の記念講演「ダウン症の娘と共に生きて」

懇親会場とチャリティオークション中の「夢」

本会議の会場の風景

感謝状を授与された鳥居パストガバナー

書家金澤翔子氏による壇上揮毫

壇上揮毫の作品「夢」と「翔」

航空自衛隊美保基地内の T400中等練習機と C1輸送機


