
                     

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ 会長あいさつ  木村博行会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

 

９月８日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、先週突然欠席してしまい申し訳

ありませんでした。プログラムの牛山さん、幹事の加

藤さんを始め大勢の方と打ち合わせをしていながら

当日になって、いきなり私がドタキャンしたわけですか

ら、言い訳のしようがございませんが、少しだけ言い

訳をさせていただきますと、先程の歌を歌いながら非

常に反省いたしまして、私の本業である司法書士業

で、あってはならないような、お客様からのご叱責が

ありまして、私の一番の大得意の不動産の方と営業

の方と一緒に、その方の所に頭を下げながらお伺い

しなくてはならなくなりました。何とか無事にその場は

乗り切ることはでき、事なきを得たかなと思いました

が、私の不徳の致すところと言いますか、どこかで、

忙しさや甘さ、不誠実さが返ってきまして、勉強させて

いただいたというか、非常にドキマキしたことでした。

やはり我々は人間的にももっと、自分を普段から素直

になって、ありのままに接することが必要なのだと感

じました。これからも至らないことが多々ありますの

で、皆様のご指導・ご鞭撻をお待ちしておりますので

宜しくお願い致します。 

 今日は「ZOOM」、私が勝手に言っているだけです

が、飯山 IT 委員長にご指導いただいて、実験いたし

ました。ここにいらっしゃる方、ご参加していただいて

いる方は必要ありませんが、ご都合で参加できない

方々に是非見ていただければと思いますし、また遠く
にお住まいで参加できない方もいらっしゃいますので 
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見ていただき、活動をお知らせできれば思います。

先々週に飯山前会長と実験的にやった時にフィリピン

のマリキーナイースト RC と繋がる可能性もあると、時

差の関係で残念ながら繋がりませんでしたが、国際的

な繋がりを持てたら面白いと思います。 

 また、少し早いのですが、来年の国際大会ツアー、台

湾台北のご案内を配布させていただきました。共栄サ

ービスさんが組んで下さいました。このような状況でど

うなるかわかりませんが、前向きに進んで行こうという

事で佐々木ガバナー補佐を中心とした第 9G で取り仕

切っている状況です。 

 今日は、大塚先生の卓話、「民法改正」と少し硬いテ

ーマですが、改めて見たら沢山の改正があった、どうし

てこのような経緯に至ったのか、法律改正があるという

事は憲法改正ではありませんが、時代の流れが根底

にあってそのようなことがあったと思いますので、勉強

させていただきたいと思います。今日も宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０２０‐２１年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは機会の扉を開く 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

卓話 大久保雄司会員「私の少年時代」 

  幹事報告        加藤芳隆幹事 
 皆さんこんばんは、今日は 3点ございます。 

＊次の日曜に行われる予定でした「草加松原 RC 杯バ

レーボール大会」ですがコロナの影響で中止でござ

います。 

＊12日(土)ZOOMで行われる奉仕プロジェクトセミナー 

  がございます。 

＊先週中止いたしました理事会、例会が終わりました

ら行いますので宜しくお願い致します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 誕生祝  9月１１日  森 勇一会員 

皆さんこんばんは、９月１１日で５９歳いなりま

す。もうすぐ還暦になるのかな～、早いな～、赤い

チャンチャンコなど着るのかな～、それだけは嫌だ

と思っているのですが、何れにしても今年はまだゴ

ルフを一度もしていない、コロナの影響で、来週の

火曜日、今年初めてもゴルフに参加させていただ

きますのでどうなるかわからないので、嫌だな～と

の気持ちも少しあるのですが、頑張りますので宜し

くお願い致します。 

 

 誕生祝 ９月１４日  大久保雄司会員    

  誕生日祝ありがとうございます。先週は朝起きたら凄いめまいがして動けなくなってしまいました。 

午後になってやっと医者に行ってみてもらいましたが、熱も無いし、吐き気もないし、色々みてもらいました。 

人間は耳の中に石が入っているらしいです。その石が何かの拍子で動いてしまう。そうすると目まいがして、ま

た何かの拍子で戻るという事で、やっと最近戻ってきました。それで先週は欠席しました。 

ありがとうございました。 

 
 

 誕生祝  9月１３日  松田龍美会員 

皆さんこんばんは、先程はワインをありがとうござ

いました。誕生日は今度の日曜日なのですが、その

日に飲ませていただきます。 

私も今度の日曜日にめでたく後期高齢者になりま

す。本当は嫌ですね！健康保険書も変わってしまい、

3 割負担です。厳しいですね！これから医療費もたく

さんかかると思うのですが、あまり病気にはないよう

に頑張って生きていきたいと思います。今日はどうも

ありがとうございました。 

 

 

 

 この方は、前会長さんです。彼女は前回支援したビントンブカエ高校に 

ついて話をしてくれました。まだビントンブカエ高校では支援して欲しいことが 

あるという事で、提案できればうれしいという事を言われています。 

 今彼女が言っていたのは、我々が現地で井戸を掘るという事を計画しまし 

たが、彼女の意向としては、このプロジェクトをできれば続けてほしいが、 

代替案として、水を供給するにはお金がかかるので、違う計画でもよいので 

何とかやっていただけないかと言っています。 

 今日本の中古の自転車で良いので 30台くらい送っていただけないかと！ 

学生たちは非常に遠くからきている。あまりにも遠方で学校に来るのをあきら 

めてしまう子もいるという事です。ご協力をお願いします。 

                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               弁護士 大塚嘉一会員 

こんばんは、「民法改正」今年４月に改正がありましたが、凄い大事件がありました。私

の経歴を簡単に話した後に本題に入ります。 

私は昭和３１年草加新田に生まれました。農家で分家ですが私が７代目、本家は１０数

代目かで、江戸時代初期にここに開拓した時のメンバーだったようです。 

私は新田小学校で栄中学校です。新田小学校の校歌はご存知の方いらっしゃるかもしれ

ませんが「わが祖先、開拓の地よ・・・」と草加新田を表す歌になっています。私の家の家紋は丸に釘抜、これは

大工さんの釘抜、江戸時代初期だから多分、日光東照宮を作った時に、短期間で作ったそうです。全国から腕

の良い大工を集めて作った、私の祖先も日光に行って帰りに新田辺りのきれいな娘に捕まってしまったのでは

ないかと勝手に妄想しています。開拓村である証拠は他にもあって、「伝右川」、地元では「でがわ」と言っていま

すが、あれも開拓の証拠なのです。昔、縄文時代は加須の方まで海でした。湿地帯で農業ができる状態ではな

かった。「でがわ」を作って溝を掘ったら水はけがよくなったという事で、新田辺り「を田んぼ」にしたという話を聞

いています。 

私の親父は、小学校４年までしか学校に行っていない、親が年を取ってからの子どもだったのであること、親

父の母親、私のお婆さんも体が弱かったこと、あと妹・弟達がいて、小さい頃から農作業の手伝いをしていたそう

です。たまに学校に行くと勉強がわからなくて、ぐれないわけがないという人生です。私が弁護士試験に受かっ

た時は、大喜びでした。飛び上がって喜ぶという言い方をしますよね！誇張の様ですが、実際に人間本当に嬉し

いと、飛び上がるのだという事がわかりました。嘉一欲しいものがあったら何でも買ってやると言われ、「フェラー

リ」と言ったら本当に買ってくれました。そんな父親で、草加に実家があって、実際に住んでいるのは駒込で、仕

事場は浦和、その三角形を行き来しています。新田小学校・栄中・春日部高校・大学は早稲田で高校・大学の同

級生に有名人カルロス・ゴーンの保釈を勝ち取った弁護士「高野隆」がいます。彼は谷塚小学校出身です。 

私の家族は、妻が草加の実家近くで歯科をやっています。子どもが２人いて、女の子がこの春大学生になりま

した。２００４年大阪の国際大会の時に３歳の子を連れて行きました。皆さん覚えていますか！あの子が大学生

になりました。月日の経つのが早いと感じています。 

裁判所は、コロナの影響で一時全面ストップしました。１・２か月続いたので事件が溜まってしまっています。

徐々に復帰して業務は始めていますが、裁判所はＩＴ化が凄く遅れています。いまだにＦＡＸ使っている。国際社

会からは笑いものにされている。産業界、ビジネスではネットですよね！裁判所はまだＦＡＸです。最近は意欲的

でウェブ会議をやろうと、変わろうとしています。数十年に一度の大変革期を実感します。 

時代が変わったことの一つで「民法改正」言うのは、あまり大々的に放送されることもなかったのですが、大改

革がありまして、今年の４月１日に変わりました。明治の初め事に民法はでき、小さな改正はありましたが、殆ど

改正されずに１００年以上使い続けてきたが、これではいけないと大改革しました。民法は市民生活の基本法で

す。全面改革しました。相続法もだいぶ変わりました。これはまた機会があったらお話しできればと思います。 

１．民法改正  大改革 ２０２０年４月１日から施行 

２．保障 

  個人保証の要件が厳しくなった。 原則として、保証人本人が公証役場に行き、「保証意思宣明公正証書」と

いう書面ですることが必要となった。 

  事業に関連して保証を頼む場合、保証人に対して、財産や収支を開示しなければならない。そうしなければ、 

  保証人が保証契約を取り消すこともできる。 

３．消滅時効 

  ①消滅時効期間の統一  権利を行使することができることを知った時から５年間、権利を行使することがで

きる時から１０年間 

  ②時効の完成猶予・更新の制度の新設 

  ③協議による時効の完成猶予制度の新設 

    改正法施行日以前(２０２０年３月３１日まで)に発生した債権等の消滅時効は、原則として改正前の民法

が適用される。 

４．「定款約款」 

  ＝電気・ガスなどの供給、宿泊、保険、運送、通信などの定型型なサービスを提供する特定の者(事業者)が 

  不特定多数の利用者との取引において契約の内容となる条項の総体定型約款が有効となる要件、事業者 

の開示義務、取引の相手方に一方的に不利な条項制限、「みなし合意」など 

     改正法施行日以前（２０２０年３月３１日までに）締結された定型的取引契約についても適用がある。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフキャプテン 山口昭人会員 
皆様にこんばんは、いよいよ来週 15日、「第 1回木村博行・加藤年度のゴルフコンペ」があります。私も先程知り

ましたが、サミットゴルフクラブは毎年シニアの大会をしているという事で、かなり面白みがあるコースだと思いまし

た。また、天気も火曜日は良くなるのではと予想しています。気温も若干穏やかに来ていますが、気温が下がって

きたころ熱中症が危ないと言われていますので、ご参加の方は、熱中症対策をして楽しんで下さい。宜しくお願い

します。 

 

５．法定利息 

  改正前民法  民事年５％  商事６％  改正法 年３％に統一 

６．請負 

  注文主が、修補に代えて損害賠償を請求することができる場合を修理が不能であるとき、請負人が修補を拒

絶する意思を明確にしたとき、債務の不履行による契約の解除権が発生したときなどに限定 

  仕事を完成することができなくなった場合でも、請負人の報酬請求を認める場合がある。 

７．売買のリスク負担 

  「替えがきかない物」の売買では、契約後、盗難、災害などで引き渡しができなかった場合、売り主に落ち度が

なければ、買主は代金を払わなければならなかった(改正前) → 払わなくてもよい(改正法) 

８．売り主の義務 

  中古車のような特定物の売買の際、契約前からの欠陥が見つかった場合、「契約不適合責任」として、損害賠

償責任、解約解除に加え、修補などの追完請求、代金減額請求を認める。 

９．売買契約の解除 

  ①契約上の義務に違反した人に責任がない場合でも解除が可能 

  ②美無に違反したり怠ったりしても、それが軽微なものであって契約の目的を達することが可能な場合、解除

できない 

１０．店舗  

   家賃保証会社の理由が増える？  敷金のルール化 

   業界団体で契約書式など皆さん持っていると思いますが、それをよく見ていただき、日々の業務をしていただ

く、なぜ４月１日から大きく変わったかと言うと、今まで民法にはなかったけど、判例で認められていたことな

ど明文化した性質が強いの、民法で明文化されたという事で、関係者に明らかになったし、議論もしやすくな

った、益々皆さん正確に民法が機能するような社会になると思います。それを応援したいと思います。 

   契約書は新しい民法を取り入れると、大分変わると思います。業務で使うような契約の見直しは必須かなと

思います。私のところに、各業界別の契約書のひな型が事務所に備え置いてあります。気になる方はご相談

ください。お答えしたいともいます。 

  最近また有名人が大麻で捕まってしまいましたね！あの人は弁護士が来るまで黙秘しますと！皆さん、もし 

やっていても弁護士が来るまでは黙秘しますと言って下さい！警察は自分に有利になるように誘導していくの 

です。正しいのは、やっていても弁護士が来るまでは黙秘しますと言っていただいた方が良いです。 

弁護士は、虚偽はしてはいけないですが、上手く裁判官や検事に伝わるような言い方ができますし、アドバイスも 

できます。 

昔の弁護士は、保全と言って、仮差し押さえ、仮処分から執行と言って執行官にやるもの、刑事事件・民事事件と 

一通りのことはできるようになって、一人前だし、独立ちする！それまで「いそ弁(居候弁護士)」と言ってお金を貰 

いながら仕事をやって、苦労をして身に着ける「ＯＪＴ」ですね！だいたい３・４・５年かかっていましたが、今は壊滅 

してしまいました。そんな丁寧に育てて貰っている若い弁護士はいないです。いきなり放り出されて、薄利多売の 

事務所で採用されるか、一通り何でもやれる弁護士を育てるという体制ではなくなってしまいました。崩壊してしま 

いました。逆にインターネット関係で席についている人もかなりいます。一昔前の弁護士像からはかけ離れた弁護 

士が出現した。今回司法改革で晩越しがしたことで意味があった、ネットだけでなく、男女関係専門の弁護士など 

もいます。掲示専門の弁護士もいます、昔はいませんでした。今は掲示専門の弁護士も成り立つようになりまし 

た。弁護士を増やしてよかったと思います。高野も昔は刑事弁護ではお金にならなかった。 

私と同じ事務所にいましたが、高野は好きな刑事弁護をやって、私が民事事件の感じ、今は刑事事件専門の事 

務所もあります。ただ、知識経験もないのに刑事事件専門と言うと集まってしまうのです。これは弊害です。 

本当に次席も経験も知識もないのにネットで広告すると、凄い弁護士と思って集まってくる。皆さんもどの弁護士 

が何が得意かはわからないですよね！昔は、宣伝広告は一切禁止でした。年賀状くらいしか出せませんでした。

今は、ネットでもあふれています。その中で良い弁護士を探すのは大変かなと思います。皆さんは恵まれてい 

ます。すぐに良い弁護士がいるので！もし私に手が余る時は、知り合いの弁護士に頼むこともやりたと思います。 

ＩＴについてはこれからの課題と思っています。私も勉強を続けています。どうもありがとうございました。 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月８日 ニコニコＢＯＸ 

金額 22,000 円 累計 102,000 円 

９月８日  出 席 報 告 

会員総数 39 出席 １７ 

出席免除  ５ ＭＵ  3 

出席適用 3４ 出席率 58.82  

今後のプログラム 
9/22  休会(秋分の日) 

9/29  公式訪問リハーサル      第１会議室 
10/6  中里ガバナー公式訪問例会 第１会議室 

木村 博行会長 大塚先生、本日は勉強させていただきます。皆様先週は本当に申し訳ございませんでした。 
        会長が欠席するなんて…更に身を清めて参りますのでよろしくご指導下さい！ 
加藤 芳隆幹事 大塚会員、卓話よろしくお願いします。 
飯山 英彦会員 大塚会員、民法改正の卓話ありがとうございました。 
牛山 信康会員 大塚会員卓話よろしくお願いします。 

また、ZOOMが使えて、新しい例会形式ができると良いですね。 
大久保雄司会員 誕生祝ありがとうございます。先週は目まいがして欠席しました。 
大塚 嘉一会員 卓話、一生懸命務めます。宜しくお願いします。 
川井 大輔会員 大塚会員の卓話、楽しみに参加しました。 
佐々木一男会員 大塚さん、卓話楽しみです。ありがとうございます。 
田中 和郎会員 以前は盆休みが過ぎると秋風が吹きましたが、この頃はこの猛暑、やってられません 
        大塚会員卓話ありがとうございます。 
富永  悟会員 大塚さん、民法改正の卓話ありがとうございます。 
二階堂祐司会員 今日、胃と大腸の内視鏡検査を受けてきました。大腸では問題はなかったのですが、胃は

組織検査が必要とのことでした。何もなければよいのですが 
長谷部健一会員 大塚会員の卓話を楽しみに来ました。民法の改正の知識は必要となります。宜しくお願い

します。 
松田 龍美会員 大塚会員卓話よろしく、楽しみにしています。 
森  勇一会員 本日は誕生祝ありがとうございました。50 代最後の誕生日を迎えます。9 月 11 日です。 
山崎 秀美会員 大塚会員卓話楽しみです。 

 

ご報告   長谷部健一会員 

  皆さんこんばんは、先週は国際ハーフェスティバルのチラシをお配りしましたが、今日

は１２月２０日に中央公民館のホールでやる「第１６回草加ミュージックフェスティバ

ル」、これは私が主催者でやりますので、コロナウイルスに負けずに音楽の火を絶やさ

ぬようにという事でやろうと思っています。３月２０日に１５回目をやる予定でしたが、コ

ロナの真最中で残念ながら中止にしました。今回は何とかやりたいと思っています。第

3 波が来たらできないかもしれないけど、やる予定でいますので、会員の皆様には来て

いただきたいのですが、キャパシティが 200 人までと限定されています。皆様には広告

等でご援助いただくこともあると思いますのでこれからも宜しくお願い致します。 

 

 

  

 
 

 

開催日 9月 15日(火) 

場 所 サミットゴルフクラブ 

 

 

  

 

ご報告        大塚嘉一会員 

 7 月 30 日に「日本マルタ友好経協会総会」があ

り、私は参加してきました。凄いです。瀬戸さんが

会長で山川先生の事務所も見学させていただきま

したら、ビックリです。衆議院議員の部屋から首相

官邸が丸見えでした。過激派が入ってきたらロケッ

ト弾いくらでも打ち込むことができそうです。私は想

像するだけで即効力はない 

ですけど、実行力のある人が 

いたら大変！ 

日本はまだ甘い面があると 

つまらないことを考えました。 

 マルタ島など行こうとの話が 

あった際はよろしくお願い致 

します。 

   

 

 

  

 
 

 優勝したのは 
だーれかな(*^-^*) 


