
卓　　話　「 列車無線について 」 　　
                                       杦本　日出夫　会員
今週の歌　「 われらの生業 」　

先週内容

会長挨拶 青木会長

　本日は、友人招待例会ということで、各メ
ンバーが招待していただきましたゲストの方
7 名がお見えです。どうぞ、ごゆっくり我々
の例会を楽しんでいってください。

　さて、先週の例会後、第 2 回クラブ戦略計
画委員会を開催しまして「クラブ創立４０周
年記念誌発行に向け、事務局のあり方につい
て」議論いたしました。

卓　　　話　「電力自由化について」 　　
　　　　　　　　　  阿部　吉秀　会員
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青少年奉仕月間

　　　

結果、
①各年度の 5台奉仕各委員長の事業報告書（プ
ロジェクト関係）・表彰状・写真などを各委員
長が取りまとめる

②そして事務局に提出し、記録委員会（ＩＴ
含む）委員長が一年ごとにファイルし、残し
ていく。

③新旧理事会においては、口頭ではなく、必
ず文書にて引継ぎを行うこと

④今年度より実施していく
以上が議決されました。また炉辺談話の会場
につきましては、その年度の親睦委員長一任
ということで、決定いたしました。

　家村災害復興委員長が前々回の例会でおっ
しゃっていましたが、来る 5 月 7 日 ( 土 ) に
盛岡西ロータリークラブの創立５０周年記念
式典・祝賀会がございまして、招待を受けて
おります。
　現在 7 名の出席予定者がおられます。5 月
6 日 ( 金 )・7 日 ( 土 )・8 日 ( 日 ) の三日間あ
るいは 7 日 ( 土 )・8 日 ( 日 ) の二日間の予定
にて現地に入る予定です。これまで１度でも
行かれた方、まだ一度も行ったことがないと
いう方、是非ご一緒しましょう。

とのことです。お見舞金をお渡ししたいと存
じます。



第 19回お値打ちグルメ会例会のお知らせ
　日時：平成 28年 4月 21日（木）18：15
開始
　場所：「北新地　焼鳥　みなみ」
大阪市北区堂島 1-4-20　第２ロイヤルビル
ディング４Ｆ
　電話：06-6341-7738
　内容：高級焼鳥
　費用：約 10,000 円（実費精算　割り勘！）
　現地集合・時間厳守でお願いします。

お値打ちグルメ会

幹事報告 荻田幹事

伊藤会員

社会奉仕委員会 榎原委員長

家村会員東北震災担当

お客様紹介　

青木会長のご友人　　　　大矢　誠　様　
荻田幹事のご友人　　　　北島　彰　様
伊藤会員のご友人　　　　上田　智治様　　　
橋本（徹）会員のご友人　村上　淳　様
橋本（徹）会員のご友人　奥谷　和子様　
坂本会員のご友人　　　　山本　耕一様　　　
橋本（幸）会員のご友人　清水　良寛様　

1．本日、例会終了後、次年度理事会を開催し
ます。関係者の方は、ご参集ください。
持ち回り理事会報告

4月 11日の例会の出席を免除することを承認
しました。でお願いします。

　4月 12日に迷惑駐車排除合同パトロールが
ありました。
　参加者は渋谷副会長・毛利パスト会長・清
水会員・坂本一成会員・榎原の 5名でした。
ご協力有難うございました。

盛岡西ロータリークラブ５０周年記念の案内
があり、5月 6日～ 8日まで盛岡に行ってき
ます。
5月7日（土）PM　1：00～　式典・祝賀会です。

長屋次年度幹事次年度幹事報告

○次年度、会員名簿作成についてのお願いを
お配りしました。締切日が 4月 25日となっ
ておりますので、例会受付へご提出ください。
○例会後、次年度理事会を開催致します。次
年度理事の方はご出席ください。
○フレッシュロータリアンフォーラムの案内
を回覧しております。新入会員の方は参加を
検討してください。

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　客 ７名
●出席会員数 43名 ●本日の出席率 97.73％
●3月28日の出席率（メーキャップを含む） 100％ 

澤井副委員長

同好会より●○●○●○●○● ●○●○●○●○●



野球同好会 清水キャプテン

小林会員

村井会員から俳句同好会の入会希望を頂きま
した。当面テスト入会ということで参加して
いただきます。

俳句同好会

ゴルフ同好会報告 橋本 ( 芳 ) 会員

第２回　吹田西ＲＣ青木会長杯ゴルフコンペ
結果発表
Ｈ28年 4月 13日（水）　

　山の原ゴルフクラブ＜山の原コース＞にて
開催しました。
　当日は天候が悪いとなっていましたが、さ
すが吹田西のメンバーのパワーによってお湿
り程度のにわか雨がちょっと降りましたが悪
くないコンディションになりました。そのた
め久々のノータッチ、ＯＫパットなしの厳し
いゴルフをさせていただきました。今回は若
干少なめのメンバー 12名で開催でしたが、
楽しくプレイさせていただきました。
結果発表です。
　第 3位は　今回初参加の近藤会員です。
吹田西HDCP がまだないのでダブルペリア
での参加でしたがＯＵＴ48　ＩＮ55　
GROSS103　HDCP22.8　ＮＥＴ80.2　

　この厳しい中、堂々の成績でした。おめで
とうございます。
第 2位は　橋本幸治会員です。
　2回目の参加でしたが吹田西HDCP がまだ
決っていなかったのでダブルペリアでの参加
となり１位の成績でしたが残念ながら 2位
となりました。
ＯＵＴ38　ＩＮ44　GROSS82　HDCP6　
ＮＥＴ76.0　　ベスグロです。
　そして栄えある　優勝　は
ＯＵＴ45　ＩＮ55　GROSS 100　HDCP22
ＮＥＴ78.0
好成績をあげました、榎原会員です。　おめ
でとうございます。

　次回の吹田西ＨＤＣＰは　近藤会員 20　
橋本幸会員 4　榎原会員 15です。

○第 33回甲子園大会の日程・組み合わせが
決まりましたので、ご連絡いたします。
皆様ご予定の程お願いいたします。前夜祭も
ありますので、宜しくお願いいたします。
本日お越しのロータリアンのご友人の方々
へ、ロータリークラブへ入会すれば甲子園で
プレーすることができます。是非ご検討くだ
さい！
前夜祭：9月　9日（金）　18：00頃より～
ノボテル甲子園
試　合：9月　10日（土）　
第 3試合 12：20～ 13：50
相　手：奈良橿原ロータリークラブ

○昨年度のガバナー杯野球大会について、吹
田西ロータリークラブの最優秀選手賞として
堀会員が選ばれ、4月 7日に立野ガバナーよ
り表彰されました。
　

　そして次回、吹田西ゴルフコンペを 7月
13日に予定しています。是非とも多くのメ
ンバ－の参加をお待ちしていますので今から
日程の調整をお願いします。皆さん優勝をめ
ざしてどんどんチャレンジしてください。



25 年来のお付き合いで公私にわたり信頼できる
方です。

会員ご友人のご紹介

青木会長のご友人    大矢　誠様

15 年来のお付き合い。ソフト関連会社経営。
荻田幹事のご友人　北島　彰様　

吹田商工会議所の仲間でタンバリン等多才な方です。
橋本 ( 徹 ) 会員のご友人　奥谷　和子様　

吹田商工会議所の仲間で、職業は司法書士。
橋本 ( 徹 ) 会員のご友人　村上淳様　　

青年会議所で出会った仲間で職業は弁護士。
橋本 ( 幸 ) 会員のご友人  清水　良寛様　　

青年会議所から 16年来の仲間。ビニール加工会
社経営。

大阪市内のＩＴ関連会社経営。吹田市在住。車などの
趣味が共通。

坂本会員のご友人　山本　耕一様

伊藤会員のご友人　上田　智治様　

伊藤クラブ奉仕理事



　本日は、友人招待の日により、少し時間の
短縮から、今日の題目を変更し、司法書士の
モラルについてお話しいたします。

　昨今の司法書士は、過払いバブルの影響で、
ブローカーとの付き合いからリベートが横行
し、権利者・義務者という双方の当事者を守
らない司法書士が多くなっております。それ
を象徴する懲戒処分を受けた例をご紹介いた
します。

１) 義務者との面談及び確認せずオンライン申
請をした司法書士の懲戒

　この司法書士は、都市再開発法に基づく登
記申請の前件登記として、早く登記しなけれ
ばならないという圧力から、いまだ義務者と
の連絡もとれず、何の書類も手元にない状態
でオンライン申請をしてしまった。オンライ
ン申請は、印鑑証明書等がなくとも申請が可
能であるが、司法書士として、後から書類を
貰えば帳尻が合うかのような行動を行ってし
まい、当然懲戒処分となった。
　　　上記案件は、同様な案件が今年度に何
軒か見受けられる。

２) 本人確認不備によりだまされた司法書士の
懲戒

　現在、権利証が無い場合は、司法書士の本
人確認情報（あと弁護士等ができる）により
所有権移転することができます。これは、そ
の書類を巧みに利用された事例です。
　われわれが、本人確認を行う場合、免許証
が主で、あとパスポートなどによる顔写真つ
きの身分証明書をもとに作成します。ここで、

ニコニコ箱 河邊副ＳＡＡ

本日までのニコニコ箱　1,245,091 円
本日のニコニコ箱　　　 　43,000 円
累計のニコニコ箱　　　1,288,091 円

尾家会員テーマ「食と健康について」◆由上会員：何を血迷ったのか、本日村井パ
スト会長が俳句同好会に入会することになり
ました。時間のある方は、俳句同好会の名を
借りた毒舌会にご参加ください。

◆青木会長：本日の友人招待例会、25年来の
仕事のパートナーである大矢デンタルラボ社
長の大矢誠様をお連れしました。どうぞよろ
しくお願いします。

◆瀧川会員：皆さま、よくおいで下さいました。

◆清水会員：結婚記念日のお花、ありがとう
ございました。

◆杦本会員：誕生日祝い頂きうれしかったで
す。ありがとうございました。

◆石﨑会員：家内の誕生日祝いのお礼。

◆榎原会員：たくさんのハンディをいただき
ながら、7年目でやっと優勝できました。あ
りがとうございました。

◆橋本（徹）会員：奥谷さん、村上さんをお
迎えして。本日 29回目の結婚記念日です。
プレゼントありがとうございました。

◆橋本（幸）会員：清水良寛（しみず・よし
ひろ）さんをお迎えして。

◆坂本会員：山本耕一さんをお迎えいたしま
した。皆様よろしくお願いします。

◆河邊会員：大勢のご友人の皆様、吹田西ロー
タリークラブの例会へようこそお運び
下さいました。最後まで気軽にお楽しみくだ
さい。

◆堀会員：おかげさまで、野球同好会のＭＶ
Ｐを頂きました。皆様有難うございました。



経験則の少ない司法書士が陥る穴がありま
した。　　　　　　
　それは、免許証は間違いない信頼度の高
いものと判断していることです。本件司法
書士は、免許証の顔と面前にいる顔が一緒
であったため、研修等でもくどいぐらいに
詳細な面談を要求していたはずなのに、ほ
とんど記載内容に注意せず、本人確認情報
を作成してしまった。故に、その他の偽造
物にも注意を怠り、登記申請が完了してし
まったため、不実の登記申請として、懲戒
となった。

３) 保管していた委任状を不正使用した司法
書士の懲戒

　この司法書士は、再開発事業に関し、土
地所有者から委任状を取得していた。その
後、当該土地に根抵当権設定の登記依頼を
再開発事業組合から依頼を受けたのである
が、義務者である土地所有者には連絡をせ
ず、当然意思確認もしなかった。それにも
かかわらず、登記ができたのは、以前取得
していた委任状に根抵当権者等の追記をし、
且つ独断で訂正までおこなったのです。
　印鑑証明書（３ケ月以内）を提出せずし
て登記が可能なのかと思われるでしょうが、
同地区にある会社及び不動産であれば、委
任状で十分に登記ができることがあります。

　司法書士のモラルの低下がささやかれて
おりますので、どうかご確認のご注意を申
し上げて、卓話を終了いたします。

 
 




