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●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  粟原 藤義 

                               

 

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「真冬のサーファー」   蜘手 康介 

＜会長の時間＞  

本日総会を迎えまして昨

年の事を思い出します。会

長エレクトとして大事な

時に私の兄が死去して総

会を欠席しまして、内田会

長と相談して代行を中村幹事にお願いして無事総会を終了させて

いただき感謝しています。一年とは早いもので、あっという間に時

は流れましたが、また、良い経験もさせていただきました。 
 亡くなった当初は状況が把握できず戸惑いましたが、取る物も

そこそこに現地(カンボジア)に行きました。段々状況が判るにつれ

て事の重大さが判明するにつれて気が重くなってきましたが、現

地の JICA の計らいで葬儀等は無事終了できました。しかし、現

地(タイ国)に二人の女性と子供が一人居り、いずれも籍には入れて

無く、又、資産に付いても判らず、当座の生活費を渡して、日本

に帰ってから連絡をすることで帰国しました。 
 JICAに相談して日本の弁護士を紹介して頂きました。大阪に事

務所を構え国際弁護を専門に取り扱っている、大井弁護士です。

早速面談し委任契約を行いました。全世界の銀行に預金口座の照

会を出し３日後に大筋の結果を出され報告が来て、全部で１１通

在ることが判明いたしました。彼の相続人として兄弟が成りいざ

取り組みましたら、面倒な事ばかりが多々あり国によって状況が

違って、特に妹に関しては自分を証明する物(免許証・パスポート

等)が無く大変な思いをしましたが１０月中旬に解約の手続きが終

了できました。 
 相続分に付いて、弁護士と相談した結果、弁護士同行にて、現

地に行き説明を行ない説得することになり、１１月７日にバンコ

クに行きました。 
 面談にて、最初に弁護士が、日本の法律では、あなた方には遺

産の相続権は無いとキツイ言葉で言われました。彼女達の顔が暗

い表情に成りました。続けて、しかし鍋島ファミリーの好意によ

り、１０年間の生活費を保障する、の声に少し表情が変わり、金

額提示で彼女達は満足感を表し明るい表情に成ったことで私たち

もホット胸を撫で下ろしました。しかし１０年間の内に本人が逝

去した場合は打ち切りになる旨を言った時点で少し動揺が有った

様だが、子持ちの方が、その場合は協議事項として欲しいと提案

をされ了解をしました。 

 翌日、少し時間が有ったため観光旅行に行った際、現地のガイ

ドに生活費は月にどの位あればと質問をしましたら、夫婦二人日

本円で二万円あれば生活が出来、三万円あれば毎日スーパーにて

買い物が出来るとの事。少し余分に払ったかなと思ったが、兄貴

が愛した彼女達だから仕方が無い、幸せに成ってもらうことが天

国に居る兄貴が一番望んだことだと満足をして帰国しました。 
 何かに付け、この一年間貴重な経験をさせて頂いたと同時に、

多くの方々に協力をしていただいたことを感謝いたします。 
 

＜幹事報告＞  

◎直前ガバナーより  

・０９－１０年度地区記録誌  

◎ガバナー事務所より 
・ガバナー事務所年末年始 

休業のお知らせ   12月28日(火)～１月４日(火)まで 
◎高山市社会福祉協議会より 
・平成22年度高山市社会福祉協議会第3回評議員会の開催について 

日 時  １２月２０日(月)   午後２時より 
場 所  総合福祉センター ３階作業室 
議 題  ・専決処分第1号 ( 給与規定の一部改正 ) について 

・社会福祉法人高山市社会福祉協議会理事の欠員に伴 
う後任者の選任について 

◎特定非営利活動法人ソムニードより 
・年末年始募金のお願い 
＜例会変更＞ 
高山中央 … 平成23年 1月 3日 (月) は、新年家族例会のため 

 8日 (土) 18：30～ ひだホテルプラザ に 変更 
1月11日 (月) は、法定休日 (成人の日) のため 休会 

美濃加茂  … 12月24日 (金) は、ｸﾘｽﾏｽ夫人同例会のため、 
22日 (水) 18：30～ 可児市文化創造ｾﾝﾀ  ーに変更 

12月31日 (金) は、定款に基づき 休会 
      平成23年  1月 7日 (金) は、新年例会のため、 

18：00～ ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に 変更 

＜受贈誌＞ 

岐阜RC(創立75周年記念誌)、美濃加茂RC(会報)、 

台北東海RC(会報) 

 



例 会 報 告  

地域を育み大陸をつなぐ 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 40名 2名 42名 44名 95.44% 

本日 39名 － 39名 44名 88.64% 

 

＜本日のプログラム＞ お祝い 

◎会員誕生日 

    なし 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

  挾土 貞吉   輝子  さん    １２．１２ 

    中林 和夫   宰子  さん    １２． ８ 

◎結婚記念日 

堀川 和士   １２． ３   

鴻野 幸泰  １２． １ 

◎出席表彰           なし 

◎在籍周年記念表彰   なし 

◎３ヶ月表彰 

・遠藤 隆浩 ・岡田 贊三 ・小田 博司 ・垣内 秀文 

・小森 丈一 ・谷井 伸之 ・野戸  守 ・菱川 正臣 

・平  義孝 ・堀川 和

士 ・道脇 清春 ・脇本 敏雄 

・山本善一郎     

 

年次総会 
2011～2012年度 

役員・理事候補者の承認を議題とし、賛成多数にて承認され

た。 

 

会員スピーチ 

内田  幸洋 

私は、昭和 21 年に静岡県吉原

市(現富士市)にて生を受けま

した。当時は終戦直後というこ

ともあり極端に食糧事情も悪

く、よく母親から「骨のある子

が生まれてきてくれた」と話を

聞いたものでした。父親の静夫は当時日産の工員をしていま

したがリストラにあい、手先が器用だった事も手伝って刺繍

の仕事を始めました。進駐軍相手の土産用に刺繍をあしらっ

た上着等がよく売れた様です。しかし昭和 20年代後半になる

とその仕事も少なくなり、ひょんな事から高山でのヤクルト

の仕事を見つけ、昭和 31年高山へ移住してまいりました。以

来 55年、皆様のおかげ様にて現在に至っています。 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

本日総会にて、来季の役員・理事のご承認を頂きます。昨年、 

大切な時に欠席をして、中村幹事に代行して頂いた事を思い 

出します 

●中村 良平さん 

①内田前会長、久し振りのスピーチ楽しみにしています。 

②来週の 45周年、来月の新年例会と夫人同伴の会が続き、幹 

事としては同伴出席のため、夫婦仲良くしている所です。 

●内田 幸洋さん 

拙い話を聞いて頂く事になっています。申し訳ありません。

早退して頂いても結構です。 

●古橋 直彦さん、谷井 伸之さん 

本日の会員スピーチは、昨年タッグを組んだ内田直前会長で

す。久し振りのスピーチ。会長の時間とは違いますので気楽

にお話しして下さい。楽しみにしています。 

●堀川 和士さん 

本日、今日そのものが結婚記念日でありまして、お祝いあり

がとうございます。結婚 30年目であり、小森さんの旧宅であ

りましたフランス料理｢華 MOKUREN｣に、かなり前からディナ

―の予約が入れてあります。30年目は｢真珠婚式｣ということ

で、家内の誕生石とも合致しており、それなりの真珠も用意

して日頃の罪滅ぼしに向かいますので、今夜は｢華 MOKUREN｣

へは邪魔をしに来ないで下さい。 

●鴻野 幸泰さん 

先日は誕生日の花束ありがとうございました。そして本日結 

婚記念日のお祝いありがとうございます。12月１日でお陰様 

で 25年です。これからも譲り合っていきたいと思います。 

●三浦 弘行さん 

最近いい事どころか、事務上のミスやトラブルが相次いで運

気が下がっています。そこで飛騨天満宮の宮司に今日 5 時か

らお祓いをお願いしました。玉串料は奮発して出します。今

日を境にリセットして、心機一転頑張りたいと思います。 

●垣内 秀文さん 

家電エコポイント特需のおかげでうれしい悲鳴です。消費の 

先喰いと言われ来年はちょっぴり心配ですが、今の仕事が大 

事ですのでとにかく一生懸命来年の分まで頑張りたいと思っ 

ております。S.A.Aの仕事も遅刻し、更に早退させて頂きま 

すが、ニコニコでお許し下さい。 

●山本 善一郎さん 

都合あって早退します。 

●岡田 贊三さん 

早退しますのでよろしく。 
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