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２０２０－２０２１年度ＲＩテーマ 

第２６３５回例会 令和３年３月２６日 
職業分類・選考委員会 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０   ●会 長   堺    和信 

●例会場 高山市花里町 3-33-3  TEL  34-3988  ●幹 事    下屋 勝比古 

        大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ   ●会報委員長     榎坂   純一 

＜会長の時間＞ 
本日は、ようやくミャンマーという国

について、そしてどうして軍事クーデタ

ーが起きたにかについてお話をしたい

と思います。正式にはミャンマー連邦共

和国と言います。私が学生の頃、1989
年まではビルマ連邦でした。首都はネピドー（2006年まではヤン

ゴン）で、多民族国家（ビルマ族が68％）、人口は5,659万人、面

積は日本の約1.8倍です。宗教は9割近くが仏教徒です。16世紀

頃はビルマ族が支配をしていましたが、19世紀にはイギリスの植

民地となり、最初はイギリス領インド帝国の1つの州とされていま

したが、後にインドと分離されました。第二次世界大戦中に日本の

占領を受け、1942年にビルマ国としてイギリスから独立をしまし

た。その時、若きリーダーとして日本軍と共にイギリス軍と戦った

のが、アウンサンスーチーさんの父アウンサンさんです。アウンサ

ンさんは1943年に日本に招かれ、わずか28歳の若きリーダーと

称えられ旭日章を受章し、ビルマ国が誕生すると国防相となりまし

た。この時期には「面田紋次」という日本名を名乗っていました。

その後、インパール作戦の失敗など日本軍の敗色が濃厚となるとイ

ギリス軍に寝返り、連合軍の指揮下に入り、1945年6月15日に対

日勝利宣言をしました。しかし、再びイギリスの植民地となり、独

立運動を続けていましたが1948年1月4日ビルマ独立を見ること

なく6人の閣僚と共に親日家のウー・ソウに暗殺されました。その

後、イギリス植民地体制崩壊の流れの中で1948年ビルマ連邦共和

国として独立しましが、少数民族との内戦が続き国内は混乱してい

ました。1962年のクーデターにより、ビルマ社会主義計画党のネ・

ウィンの独裁政権となります。1974年に憲法が公布され国名をビ

ルマ連邦社会主義共和国と改名し、1988年に民衆の民主化運動で

ネ・ウィン体制は崩壊しましたが、これを危惧したミャンマー国軍

がクーデターを起こして軍事政権を開始し、国名をミャンマー連邦

に改名しました。独立してからはほとんどの期間民族紛争に巻き込

まれ2011年には、2010年の総選挙で軍事政権が正式に解散し、名

目上の文民政権が発足しました。これにより、アウンサンスーチー

や政治犯の釈放とともに、同国の人権記録や対外関係が改善され、

貿易などの経済制裁が緩和されました。また国名をミャンマー連邦

共和国に改名しましたが、政府の少数民族への扱いや民族反乱への

対応、宗教的な衝突への批判が続いています。2015年に行われた

画期的な選挙では、アウンサンスーチーの党が両院で過半数を獲得

しました。しかしその裏で、軍はミャンマーにおける権力をかなり

しっかりと維持してきました。連邦議会の4分の1の議席をあらか

じめ国軍に割り当てることや、同国で最も権力のある省庁を支配す

る権限を憲法で保障され、ミャンマー軍は依然として政治に大きな

影響力を持ち続けています。 
昨年11月に行なわれた総選挙で、与党・国民民主連盟（ＮＤＬ）

が大勝しましたが、国軍は「有権者名簿に多数の故人が含まれてい

る」などと選挙の不正を訴えていました。しかし、スー・チー政権

は取り合わず選挙管理委員会も、「投票を終えた有権者には指先に

消えない特殊インキを塗って二重投票を防いでいる」として不正を

認めませんでした。調査要求が通らず威厳を傷つけられた国軍は、

総選挙後の初の議会が招集されるはずだった2月1日「軍が国家の

権力を掌握した」と宣言しクーデターを起こし、アウンサンスーチ

ー国家顧問や大統領などを拘束しました。これに対してアウンサン

スーチー氏は、拘束に先駆けて用意した書簡で、国軍の行動はミャ

ンマーを独裁国家に戻すものだと批判。支持者に対して、この事態

を「受け入れず」、「クーデターに抗議」するよう呼びかけました。

そして、現在でも各地で抗議デモが行われ多くの民間人が犠牲にな

っています。 
 
 

＜幹事報告＞  

◎ガバナー、地区代表幹事より 
 ・2019-20年度ロータリー財団寄付認証バナー送付のご案内 
    年次基金への一人当たり寄付上位２位 
◎ガバナー、ガバナーエレクト、地区会員増強部門委員長より 
・次期会員増強研修セミナー開催のご案内 

日     時    5月15日(土) 点鐘13:00 終了15:30 
  場     所    オンラインにて 

出席義務者    次期会長、次期会員増強委員長 
＜例会変更＞ 
高  山 …  4月15日（木）は、定款により 休会 
      4月29日（木）は、法定休日（昭和の日）のため休会   

5月 6日（木）は、定款により 休会 
可    児 …  4月15日（木）は、定款により 休会 

     4月29日（木）は、法定休日（昭和の日）のため休会  
＜受贈誌＞ 
米山記念奨学会（ハイライトよねやまVol.252）、美濃加茂ＲＣ（会 
報）、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよりNo84) 

 
 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞ 職業分類・選考委員会 

職業分類・選考委員長 内田 幸洋 

本日の職業分類・選考委員会担当例会では、阪下六代さんに「終

活における法律知識」と題し卓話頂きます。 
『終活』となりますと、つい「自分にはまだまだ関係のない事だ」

と先送りにしがちですが、身近な誰かのためにも改めて一度じっく

り考えるに際し、本日のお話を事前の参考としていただければと思

います。 

阪下さん、本日は宜しくお願いいたします。 
 

出 席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

27名 － 27名 ３6名 75．00％ 
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終活における法律知識     阪下 六代 
 
第１ 成年後見 
１ 後見とは 
（イ）未成年後見 …  年齢 ＋ 親権者の不存在 
（ロ）成年後見  … 意思能力の不完全 
２ 広い意味での成年後見〔成年後見制度の概要〕 

  (注 1)認知症･知的障害･精神障害等。なお、｢日用品の購入その他日常生活に関する行為｣は成年被後見人自身が判断 
することもできる。 

  (注 2)単なる浪費者は対象外。 
  (注 3)後見･保佐に至らない程度の状態。 
 

 
３ 任意後見制度  〔任意後見制度のしくみ〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 遺言 
１ 遺言の活用 
２  遺言の種類 
３  作成方法 
４  各種類の長、短所 

５ 遺言書の保管制度 
・法務局における自筆証書遺言書保管制度 
・公証役場における遺言公正証書の保管 

 
６ 遺言の具体的使用方法 

・遺言執行者 

 
成年後見制度 
（登記のみ） 

本人（保護者） 対  象  者 

法定後見 
制度 

後  見 成年被後見人（成年後見人） 
精神上の障害(注１)により判断能力を欠く常

況にある者 

保  佐 被保佐人（保佐人） 
精神上の障害により判断能力が著しく不十分

な者(注２) 

補  助 被補助人（補助人） 
精神上の障害により判断能力が不十分な者

(注３) 
任意後見制度 任 意 後 見 契 約 判断能力が十分なうちに契約する 

遺言方式の 
   種別 

作成手続の 
   難易 

秘密保持 
偽造･変造･
紛失･隠匿
のおそれ 

効力が問題と
なるおそれ 

証人･ 
立会人 

家庭裁判
所の検認
の要否 

費 用 

自筆証書遺言 

最も簡易 遺言の存在･内
容とも秘密に
できる 

多い 方式違反や内
容不明で無効
になるおそれ
がある 

不要 必要 あまりかか
らない 
(検認の費
用) 

公正証書遺言 

繁  雑 遺言の存在･内
容まで知られ
る 

ほとんどな
い 

無効になるお
それはほとん
どない 

証人 
二人 
以上 

不要 かかる 
(公証人の
手数料･証
人の費用) 

定期報告 

判断能力低下後 
本人・配偶者・ 
４親等内の親族・ 
任意後見受任者が申立 

本人 

家庭裁判所 

選 任 

監 

督 

判断能力のあるうちに委任契約 
（公証人の作成する公正証書） 

任意後見人 

任意後見監督人 

４ 任意後見契約のない場合 
 １） 代理人の常用 
     （代理人届の活用） 
 ２） 法定後見制度 
   
５  法人後見事業 
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＜ニコニコボックス＞ 

●堺 和信さん、下屋 勝比古さん 

今日は職業分類・選考委員会担当例会です。阪下さんから人生最後 

の大事なテーマについてのお話のようです。皆さんにとって大切な 

お話を楽しみにしています。春を感じる暖かい日差しに、お散歩に 

出かけたいですね。 

●内田 幸洋さん 

本日の例会スピーチは阪下さんにお願いしました。無料で話してく

れるそうです。ありがとうございます。 

●垣内 秀文さん 

本日管理運営部門の皆様に4～6月までのクラブ運営表を配布させ

ていただきました。今まで通り当番の方は改めて下欄の注意事項を

参照頂き、例会運営にご協力の程お願い申し上げます。 

●田邊 淳さん 

高山市のコロナワクチン接種予防を JTB がお手伝いさせて頂く事

となりました。まずは65才以上の高齢者の方から5月にスタート

予定です。コロナを脱する大きな節目のワクチンです。全力で取り

組みたいと思います。 

●下屋 勝比古さん 

娘が昨日大学を卒業し、仕送り地獄が終了しました。明日よりブル

ズのライバル オムロンに入団しハンドを続けます。支援はブルズ

セ、応援は下屋へお願いします。 

●岡田 贊三さん、鴻野 幸泰さん、塚本 直人さん、杉山 和宏さん、

松田 康弘さん､中島 一成さん､堀 幸一郎さん 

全国各地で桜が満開だというニュースを聞く様になりました。飛騨

はまだまだですが楽しみが先にあると考えたら幸せです。聖火リレ

ーも始まり甲子園では久しぶりに元気な若者の姿を見る事も幸せ

です。小さな事で豊かな気持ちを！！  

 
 
   

 
 

3月28日（日）、飛騨高山CCでのゴルフ、 

雨の中お疲れ様でした！！ 
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