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＜2016～2017年度ＲＩ＞   会 長 ジョン F.ジャーム 

＜第 2700地区＞            ガバナー 富田 英壽 

         ＜苅田ロータリークラブ＞     会  長：國永 修一 

幹 事：高城 直紀 
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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

地区拡大・会員増強委員会  

鈴木 公利 副委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 

6月 8日（木） 委員会活動報告     駐車場×      

会議室 

6月 15日（木） 1年間を振り返って    駐車場〇 

6月 22日（木） 忘年夜間会 “源さん” 18:30～ 

次年度               

7月 6日（木）  会長離就任式      駐車場〇   

                                                                                                                            

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

6月 １日（木）国際奉仕委員会炉辺会合 18:00～ 坪根 

6月 3日（土）第 4回 國永会長杯ゴルフコンペ 

6月 7日（水）次年度各理事・委員会 「三原文化会館」 

6月 13日（火）第一グループ 新旧会長幹事会 

6月 15日（木）新旧理事会 

 

■IAC 例会 

6月 1日（木）  3棟 1階 英語科教室 

 

本日のプログラム <第 1953回 例会> 

クラブ協議会   

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


第 1952回 例会記録 ＜2017年 5月 25日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

成年後見制度について 

私たちは、様々な契約に支

えられながら生活していま

す。携帯電話を利用するため

の手続きや、入院の手続き、

実は普段の買い物だって契約です。契約をするに

は、自分のした行為の結果がどのようになるのか

をきちんと理解できる「判断能力」が必要です。 

認知症や知的障害、精神障害などによって「判

断能力」を十分に活用できない方は、自分の財産

を管理するのが困難だったり、必要な手続きがで

きなかったり、ときには不当な契約をさせられて

被害を受けたりと、普段の生活の中で財産を侵害

されることや、人間としての尊厳が損なわれるこ

となど不利益を被ってしまうおそれがあります。 

「成年後見制度」は、そのような判断能力が不十

分な方のために後見人等が支援にかかわることで、

本人の権利や財産を守ったり、本人の意思を尊重

してその人らしい生活ができるよう援助したりす

る、身近な法律の仕組みです。 

 この制度に対しの誤解の一つが、子供が親名義

の土地を売りたいが、親が認知症にかかっている

ので売れないので後見人を付けてくれといわれる

ことがあります。根本的に間違っているところは、

後見制度は被後見人のためのもので、決して子供

の都合のためのものではありません。その土地を

売ることが親のために必要なのかどうか？そこが

問題なのです。 

「成年後見制度」には、法定後見制度と任意後見

制度があります。法定後見制度とは、判断能力が

不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、

保護するための制度で、本人の判断能力の程度に

応じて、後見、保佐、補助の３類型があります。

判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見

人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、

判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任

し、本人を支援します。 

成年後見人等の権限としては、成年後見人は、

財産に関する法律行為（契約等）について包括的

に代理する権限を有し、本人の行った行為を取消

すこともできます。保佐人は、民法第１３条１項

所定の行為（重要な行為が多く列挙）について同

意権・取消権を有し、さらに、家庭裁判所への申

立てにより、同意権・取消権の範囲が拡張された

り、特定の法律行為について代理権が付与される

こともあります。補助人については、家庭裁判所

への申立てにより、民法第１３条１項所定の行為

の一部について同意権・取消権が付与されたり、

特定の法律行為について代理権が付与されたりし

ます。また、法定後見の申立は家庭裁判所に対し

て行うのですが、この申立てをすることができる

のは、本人、配偶者、４親等内の親族等です。 

任意後見制度は本人の自己決定権を尊重し、自

分の後見人を自分で選べる制度です。 

 将来の判断能力の低下に備え、自分の後見人に

なってもらう人を自ら選び、その人と任意後見契

約を、公正証書にて締結することが必要です。任

意後見契約の中で、将来の後見人（任意後見受任

者と言います）に依頼する内容（銀行取引、施設

入所契約などの代理権を設定するということにな

ります）、報酬を支払うとすればその額などを定

めておきます。その後、本人の判断能力が低下し、

家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任

意後見人の仕事が始まります。このように家庭裁

判所が選任した任意後見監督人という公的な監督

機関が付き制度の信頼性が確保されているところ

に、この制度の特徴があります。 

成年後見制度で後見人に選任される者の１番多

いのが「子」であります。２番目が司法書士、そ

れから弁護士、社会福祉士などがあります。 

これも被後見人の財産を使い込んだりの報道等

がされており、また制度自体の課題も出てきてお

り、今後も法改正や運用方法が進んでいくものと

思われます。 

幹事報告  高城 直紀 

・会員推薦が 2件あがってきています。事務所に掲

示していますので、よろしくお願いします。 

・本日会員基盤向上委員会・明日社会奉仕委員会・

職業奉仕委員会の炉辺会合が開催されます。 

 

委員会報告  出席委員会委員 高城 雅春 
 

（会員数 34名） 

5月 25日例会 出席者名 25名 修正出席率 74% 
メークアップ  
5月 25日 IAC例会    屏 R・竹部 R・高橋 R  

5月 27日 壱岐 RC50周年  片岡 RC   



卓話  RID2700拡大・会員増強委員会  

副委員長 鈴木 公利 

会員増強の現状と今後の活動展開について、第

３ゾーン・2700地区・第一グループ・苅田 RC

の会員数の推移や年齢分布・女性会員等の現状等。 

会員増強における問題点（誘う側） 

・現状維持で十分 

・傍観 

・女性、若い世代への勧誘躊躇 

・誘って断られた経験 

・会員構成上業界間の不均衡 

・入会有資格者の条件 

 

会員増強における問題点（誘われる側） 

・時間がとれない 

・入会金、年会費が高い 

・ロータリーの事をよく知らない 

・ロータリー魅力、ステータスを感じない 

・入会するメリットを見出せない 

・個人の価値観の多様化 

・他の団体からも誘われている 

・かつて他団体に所属していた 

・同業者との付き合いだけで十分と考えている。 

 

2016年規定審議会クラブ運営大幅な柔軟性を持たせ

る 

 例会方法、会員資格、クラブへの参加方法につい

て、柔軟性、多様性が富むほど、クラブの活性化が

生まれ、成長する傾向がある。 

例会の柔軟性：例会月 2回以上・オンライン媒体で

も OK・出席要件・率の緩和。           

資格の柔軟性：入会金の無料化 未就業者の入会等

各クラブがクラブ細則に沿って判断する。 

柔軟性、多様性に富んだクラブ 

・新世代クラブ ロータリー学友や若い世代を中心

に構成されたクラブ 

・Eクラブ 福岡レインボーロータリーEクラブ    

japan2700 設立準備 

・既存クラブと異なる例会時間帯のクラブ 

・会費が会員によって異なるクラブ 

・衛星クラブ 

 

2017-18年度 RI イアン・HS ライズリー会長 

「ロータリー 変化をもたらす」 

人々の人生は、奉仕を通じて変化をもたらせられる

と信じる私たちが、ロータリーにとどまり続けるの

は、充実感を得られるからで、この充実感は、毎週

毎年「変化をもたらす」ロータリーの一員であるこ

とから湧き出てくるものです。 

 

2017-18年度 RID2700 安増惇夫ガバナー 

「拡がりは変化をもたらします」 

☆会員の拡がり☆奉仕の拡がり☆対外広報の拡がり 

 

拡大・会員増強委員会 2017-18年度の活動について 

ガバナーの提案 

会員の拡がり：地区長期計画委員会 5か年計画目

標 3400名（17年 1月末 3,221名） 

従来の委員会の活動 

会員増強・会員維持:2017-18年度会員数 51名以

上のクラブ純増目標 2名以上 

新たな委員会の活動 

会員基盤の向上（クラブ運営、管理に関わるサポ

ートと強化） 

 

会員基盤の向上・クラブ運営、管理に関わるサポート   

◎各クラブでの「長期計画委員会」の設置とクラブ・

リーダーシップ・プラン（CLP）の導入推薦 

◎新入時、入会年別の会員研修のプログラム検討 

◎魅力ある例会プログラムの好例紹介 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会委員長    丸山 謙一 

 

國永 修一  あと１か月何事もありませんように。 

高城 直紀  明日社会奉仕委員会の炉辺会合を行います。よろしくお願いいたします。 

矢野 強   皆さん今日も馬券を募集しています。まだ間に合います。 

屏  正隆  かんだ港まつり花火大会をみんなの力で復活させるためにチャリティポロシャツを販売

しています。ご理解よろしくお願いいたします。 

鈴木 公利  次年度各委員会の炉辺会合２つ終わりました。あと３つ頑張ります。明日、豊前西 RCに

卓話に行きます。 

桧槙 敬   ６月１日 次年度国際奉仕委員会の炉辺会合を開催します。 

松田 博文  丸山さん、行橋市美術展入賞おめでとうございます。 

角﨑 明美  いつもご利用ありがとうございます。おかげ様で忙しい毎日です。お客様に感謝！元気

で働けることに感謝！家族に感謝です！ 

丸山 謙一  ２日間 平戸にスケッチに行ってきました。二つほど作品になりそうです。おいしいお

酒もいただきました。 

 ※IT・週報委員会炉辺会合のおつりです！！ 

 

集計 16,000円       累計 745,340円

 

 

 

 

 

 

 

 

四つのテスト 

 言行はこれに照らしてから 

◆真実かどうか 

◆みんなに公平か 

◆好意と友情を深めるか 

◆みんなの為になるかどうか 

 

 

   

近隣クラブ例会曜日 

 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティッシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

 

 

 

 

 

新しいホームページの URL 

    www.kanda-rc.com 
 

 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ 6月 20日→最終夜間例会 

                18:30～ 京都ホテル 

        6月 27日→休会 

 

行橋みやこＲＣ 6月 21日→最終夜間例会 

                18:30～ 京都ホテル 

        6月 28日→休会 

 

豊 前 Ｒ Ｃ  6月 29日→夜間例会「年度末懇親会」 

                18:30～ 築上館 

 

豊 前 西 RＣ  6月 16日→17/18日 忘年親睦旅行 

「ソラージュ日出｝ 

         6月 30日→休会 

 
田 川 Ｒ Ｃ 6月 7日→ホタル見例会 源じいの森 


