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第 5９巻第 1２号 通巻第 2780号 

第 2797回 例会 

2017年（平成 29年）11月 14日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 

会長 秋 葉 芳 秀 
〃      幹事 並 木 孝 治 

 
 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

みつはし 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

東金警察署長 

 右田 和実 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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理事会報告 
議題 
今年度下半期卓話予定について:承認 
国際交流パーティーについて:承認 
1月 11日合同新年例会 
（東金ビューＲＣホスト）について:承認 
会員増強について：意見交換 

お客様紹介 
卓話者：風間將美様（司法書士） 
メイキャップ：市東弥寿雄様 
（東金ビューＲＣ幹事） 
 

会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 
皆様、こんにちは。本日の卓話は、司法書
士の風間將美氏です。 
今年度から東金法人会との交流を開始し、
古城会長による卓話は済み、会報「つくも」
の連載記事「企業戦士の素顔」登場の企業経
営者に、順次卓話をお願いしております。 
先日、大網白里市細草にある日蓮宗のお
寺・智弘院住職の百井誠栄氏にお会いし、卓
話をお願いした処、１１月２８日の例会での
卓話を即OKの返事をいただき、 

感謝に堪えません。 
これからも外部の事業経営者の卓話を数多
く企画し、会員が待ち遠しくなるような例会
の運営に向け努力いたします。 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
〇2月 25日ホテルニューオータニ幕張にて
地区大会のご案内 
〇卓話の予定が入っています。（資料参照） 
〇12 月 9 日 10 時から小さな親切運動 中
央公園にて。 11時から、中央公民館にて国
際交流パーティーがあります 
〇1 月 11 日 19 時～東金ビューＲＣとの新
年合同例会 八鶴亭。登録料 1 人 8000 円。
18時から東金ＲＣの理事会 
〇1月 30日振替休会 
〇2月 20日ＩＭ 一宮館 

結婚お祝い 
 
 
 

（左から） 
高橋邦夫 

会員 
鈴木康道 

会員 

第 2795回 例会の記録 <11月 7日＞ 第 2796回 例会の記録 <１１月７日＞ 
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（左から） 
鈴木君江 

事務局 
藤本晴枝 

    事務局 

越川嘉明 会員 おめでとうございます 

誕生お祝い 

 
高橋邦夫 会員 

 
古川秀夫 会員 

 

 

 

 

米山奨学金授与・スピーチ 

 
ナレットさん 

おはようございます。今日も奨学金を支援
して頂き、ありがとうございます。今日の報
告は先月の研修会のことをお話させていた
だきます。 
研修会は楽しかったです。私は旅行にあま
り行かないが、今回の研修会に参加して、い
ろいろなことを体験しました。まず、食べた
ことはない高級和食を頂きました。さらに、
日本の人気観光地も見に行って、地域特性を
理解しました。地域によって、様々な特徴が
あって、それらの魅力を生かすために、観光
スポットを開発しました。 
特に、研修会にはカウンセラーと奨学生が
いろいろなことを交流しました。皆がもっと
仲が良くなるだけでなく、異文化もよく理解
できました。すなわち、国際交流が良く分か
るようになりました。さらに、米山梅吉記念
館へ行って、米山梅吉の歴史を勉強しました。
短いですが、簡単に終わらせて頂きます。あ
りがとうございました。 
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卓話 

 
風間 將美 様 
こんにちは。先ほど来のセレモニーの中で、
あるいは「奉仕の理想」「ロータリーの綱領」
「四つのテスト」等から、私のためではなく
公のために尽くすという皆様の奉仕の精神
が伝わってきました。日ごろの皆様の活動に
敬意を表します。 
改めまして、自己紹介をさせていただきま
す。私は 30 歳の時から大網白里市内におき
まして司法書士業を営んでおりました。大網
白里市では駅から千葉銀行に来る道が区画
整理にかかりまして、道路の事情で事務所に
入れないようになっています。そこで大網事
務所を撤退いたしまして、東金でやっている
息子の事務所に統合いたしました。今度は親
子で一緒にやろうと思っております。風間將
美と申します。よろしくお願いいたします。 

法定相続情報証明制度とは 

本日は皆様のお手元に配った「法定相続情
報証明制度」についてお話しいたします。法
定相続情報証明とは、どういうものなのか、
私なりにわかりやすいように説明したいと
思います。みなさん、寅さんの映画をご存知

ですよね。寅さんに登場する人物で説明した
いと思います。 

寅さんの妹、さくらさんですよね。さくらさ
んの夫が、博でしたね。さくらさんと博さん
夫婦は二重線で結んで示します。二人の間に
できた子供が満男でした。この状態で、博さ
んが亡くなったとします。博さんのことを、
「被相続人」と言います。博さんが亡くなっ
た場合、博さんの遺産を手にすることが出来
るのは誰か？という事を、この図の中で言い
ますと、まず配偶者であるさくらさん。これ
は当然、相続権があるわけですね。あとは、
子どもの満男君という事になります。 
図で示すと簡単ですけど、これは、戸籍を
調べた結果図にしたらこうなる、と言うわけ
で。戸籍を調べる作業となると、これは大変
な作業になります。まず、博さんとさくらさ
んが載っている夫婦の戸籍。一番新しいのに
は、博さんがいつ亡くなったのか、死亡の記
載が出てきます。さくらさんが健在ですから、
さくらさんは一緒に載っていますね。博さん
とさくらさんが載っている戸籍が一通。満男
くんは、映画の中ではまだ結婚していません。
満男くんも、親の戸籍に一緒に入っています。  
これだけを調べるのに、戸籍が一通あれば
いいんじゃないか、と普通は考えますが、そ
うではありません。何故かと言うと、博さん
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の子どもが満男だけだという事を証明する
には、もっと昔の戸籍までさかのぼって取る
必要があるからです。つまり、博さんがさく
らさんと初めて結婚したのか、前にも結婚し
たことがあるのではないか。あるいは、結婚
しなくても、中には外で子どもを作っちゃう
人がいますよね。そういうことがないかどう
か、それを調べるのには、博さんの父親の戸
籍まで調べて博さんが結婚する前、つまり、
博さんが生まれてから亡くなるまでの博さ
んの戸籍を全部取る必要があるんです。そう
しないと、博さんの子どもが満男だけだとい
う事が証明できない。博さんの父親が、例え
ば最初は北海道、次に大阪に戸籍を移したと
か、そこから東京に転籍したとなれば、北海
道の戸籍、大阪の戸籍、東京の戸籍と、全部
取らなくちゃいけなくなります。そうすると、
この戸籍一通だけでは足りなくなります。こ
の簡単な親子関係でさえ、そうなるんです。
いろいろな手続き、相続の手続き、銀行で博
の預金をおろす時も博の戸籍を調べます。で
すから、戸籍で一度調べてこういう関係がわ
かったのであれば、この家系図みたいなもの
を証明書として登記所が発行しよう、と。そ
うすれば、他の手続きにおいては、証明書 1
枚だけで出来るようになりますよ、と。これ
が法定相続情報証明制度と言うものです。 

 

結婚していても子供がいない場合 

博さんの場合は簡単になるんですけれど、
寅さんが亡くなって、寅さんの相続をやると
しますね。寅さんは結婚してなかったんです
けれども、ここでは結婚したことにしちゃい
ます。浅丘ルリ子がリリーって役で、結婚寸
前までいきましたよね。ですので、リリーと

寅さんが夫婦とします。この夫婦には子ども
が出来ませんでした。そうなりますと、この
関係において寅さんが亡くなったときに相
続する権利があるのはリリーだけか、と言う
と、そうじゃないですよね。 
寅さんの親っていうのは、映画の中では死
んでいますので、寅さんの親は相続人ではあ
りません。相続人とは、配偶者は無条件に相
続人です。リリーさんは相続人。配偶者と一
緒に相続できるのは、被相続人から見た子ど
も、子どもは第一順位です。子どもがいなけ
れば、その親。寅さんの両親は死んでいる。
親もいない。 

 
第三順位として、寅さんの兄弟姉妹という
事になります。寅さんの妹はさくらさん。リ
リーさんとさくらさんが相続人という事に
なってきます。その場合、寅さんの兄弟姉妹
がさくらさんのほかにはいない、と言うこと
を証明しなくちゃいけません。寅さんとさく
らさんの親の戸籍を調べます。寅さんのお父
さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍を
調べる。さらに、寅さんのお母さんが生まれ
てからの戸籍を全部集める。腹違い、畑違い
の兄弟がいるのではないか、調べます。つま
り、寅さんの生まれてから亡くなるまでの戸
籍全部、寅さんの父親の生まれてから亡くな
るまでの戸籍全部、寅さんの母親の生まれて
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から亡くなるまでの戸籍全部、これらを全部
集めないといけなくなります。 
こうした戸籍をいっぱい持って銀行や役所
に行ったりするのは大変だから、先ほどの図
一枚でもって証明してしまおうという制度
です。 

戸籍と事実が異なる場合 

ところが、何事もなければいいのですが、
寅さんに隠し子がいるとします。寅が遺言書
を残して「自分はどこどこにいつ、タロウと
言う子どもを産んだ。それを認知する」と書
いてあったとします。その場合、遺言執行前
に取った戸籍には、それは載っていないんで
すね。ですから、そういった場合にはタロウ
とリリーが相続人だという事になり、さくら
さんは相続人ではなくなります。 
戸籍だけを見て発行した証明書ではリリー
さんとさくらさんが相続人という事になり
ます。しかし、実態は寅に隠し子がいて認知
したのだから、寅の相続人は第一順位の子ど
もと、配偶者。この二人になります。その証
明書は、真実を表していないことになります。
ですから、この証明書の制度は戸籍の内容だ
けを図にしたものであって、相続の真実を表
しているとは限りません。 

 

法務省の目的 

こういうことは、制度が始まる前からわれ
われや弁護士たちが指摘していたのですが、

どうしても法務省がこれをやりたがった。理
由は、表向きでは相続の登記を促進しようと
いう事ですが、実際はそうではありません。 
昔は、登記の申請手続きは皆、紙に書いて
やっていました。これをすべての登記所にコ
ンピュータを備えて、紙を使わずにオンライ
ンで申請する手続きを国が始めたんです。こ
のために何兆円もの国家予算がつぎ込まれ
ています。その予算を無駄遣いしてはいけな
いという事で、政府あるいは上の方からこの
登記の手続きを紙を使った申請じゃなく、オ
ンライン申請する方向に誘導しろ、という指
令が出ているんです。で、戸籍なんかをいっ
ぱい集めて提出するようでは、オンライン申
請は普及しませんから、この法定相続情報証
明を始めた。それが真相らしいです。われわ
れとしては、この証明書では実際の相続関係
に合致しない場合があるわけですから、それ
をお客様に聞き取り調査して、正しい登記を
しなくちゃいけない。そういうことで、日々、
大変気を使っております。 
後半のお話は、紙面の都合上割愛させていただきました。 

出席率  １１月７日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 ６６．６６％     ２，０３１円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メ
ーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 

ニコニコ BOX 
 

○千葉学芸高校学園祭が盛会のうちに終了し

ました。 

〇租税教育功労により、１０月２５日財務大臣

表彰を受賞しました。 

            高橋邦夫 会員 
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