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☆会長の時間         会長 青木 善明 君 

初会合の翌日、ポ－ル・ハ

リスは法律事務所の印刷を依

頼している若い印刷業者のハ

リ－・ラグルスに入会を勧め、

彼はまだ名前もないクラブの

５人目の会員になりました。 

ハリ－・ラグルス：ミシガ

ン州の農家で敬虔なピュ－リ

タンの家庭で育ちました。印

刷会社でアルバイトしながら

ノ－スウェスタン大学を卒業し、堅実なビジネスで印刷

会社を創立した人物です。彼はシカゴの貧困と絶望的な

状況に非常に心を痛めていたとされ、後にクラブ会長と

して活躍します。ずっと後の話になりますが、ポ－ル・ハ

リスが逝去したとき、存命していた唯一の創立会員がこ

のハリ－・ラグルスでした。 

２回目の会合は、ウォルフ・ビルにあるポ－ル・ハリス

の事務所で３月９日に行われました。このときハリ－・ラ

グルスと、不動産業のウイリアム・ジェンセン、オルガン

製造業のアル・ホワイトが加わりました。 

３回目の会合はシルヴェスタ－・シ－ルの事務所で、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２３日に開催され、この日までに洗濯業のア－サ－・ 

ア－ウィン、保険業のチャ－ルス・ニュ－トンが参加しま

した。この集会が、議題を出して協議・決定をした最初の

会合として、歴史的な意義を持つ会合になりました。まず、

会長には誰の目にも最適任者と映ったポ－ル・ハリスが

その役割を辞退し、代わりにシルヴェスタ－・シ－ルを推

薦したため、シ－ルが初代会長となりました。 

この会合がシ－ルの事務所で開かれたのを記念して選

考されたと書いてある書物もありますが、シ－ルとハリ

スとの既に述べた通りの親密な関係を見れば、ハリスが

初代会長の名誉をシ－ルに譲ったとみるのが妥当だと思

われます。 

ロ－タリ－の多くの書物の中で、ポ－ル・ハリス単独の

正面写真が殆ど存在しないことと併せて、彼の控えめな

性格の一端が窺えるような気がします。 

 

  

 

国際ロータリー第2730地区 

区 
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例会日  毎週木曜日  １２：３０～１３：３０ 

例会場  ホテル泉屋  ２F 

 
事務所  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 １３６８－４ 

        ホテル泉屋内 TEL/FAX ０９８３-２１-１６３６
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青  木  善 明 

 

 

 

 

 

長谷川  修 身 

桑  野  倫 夫 

第 2082 回 令和元年 9 月 5 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

高鍋ロータリークラブテーマ 

『新時代につなごう誇りと奉仕の友愛』 

 

第 2730地区ガバナー   喜島健一郎 

中部分区ガバナー補佐   上田  普 

RIテーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』 

地区テーマ『クラブの活性化に務めよう』 

９月の月間テーマ 

  基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間     

７．月初めのセレモニー  

８．ＢＯＸ披露 

９．委員会報告 

10．次週例会案内 

11．点  鐘 

12.  

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  君が代・奉仕の理想 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 

本日の例会案内  

＊米山ランチ BOX 

＊月初めのセレモニー   

 ＊雑誌紹介   ＊会員卓話―橋口清和君 

 ＊例会終了後理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

次週例会案内 9月 12日（2083回） 

   ＊夜間例会＆観月会   

点鐘 18：30    

     ホテル泉屋 18：10出発（バス送迎） 

場所  ゲシュマック 

   

第 2081回 例会内容（8/29） 

 

 

 

 



☆幹事報告＜文書案内＞    副幹事  長野 孝吉 君 

＊東児湯中学校暗唱・弁論大 

会へのご臨席並びに盾寄贈 

のお願い 

 日時 2019年9月24日 

     9：30～15：30 

 場所 木城町総合文化 

センター 

＊第7期RLI-2730パートⅡ 

 のご案内（〆切9/13） 

  副題：ロータリーを語ろう 

 日時 2019年9月22日（日）9：20～15：30 

 場所 宮崎日大高校 

 登録料 1,000円 弁当代 1,000円 

 

☆会員卓話              緒方 隆憲 君         

 

仕事をしていて思うこと 

 

今、相続登記の相談が多

い。特に春先、ＧＷ前後、お

盆前後、年末年始は親兄弟が

集まる機会が多いので、そこ

で話し合いがあると思われ

ます。そこで、土地の相続を

含めた相談を受ける中で最

近痛切に感じることがあります。 

それは、大きく言うと日本社会･制度の行き詰まりにつ

いてです。2016 年の年間死亡者数は厚生労働省「人口動

態統計月報年計」によると130万 7765人で戦後最多を更

新した。2030年 160万人を突破し、その後一定期間その

レベルで推移する。宮崎県の人口を毎年凌駕する死亡者

がいる。2053年に人口は１億を切り、2065年には8808万

人になる、これから 50 年間で 3910 万人の日本人が減少

する。国立社会保障研究所の将来人口推計では2015年に

１億2711万人いる人口が2110年に4286万人にまで減少

する。昭和25年8389万8000人、昭和 50年１億1194万

人（中国 5億人、わずか40年で倍） 

 日本は、15歳未満の人口割合が世界で最も低く、65歳

以上が最も高い。2025年には5人に１人が75歳以上の後

記高齢者が占めるとなり超高齢社会に突入する。 

最近、驚いたのは都農町の町長選挙の告示がありまし

たが選挙投票権者数が8000人を超えているとのことでし

た。人口１万人くらいなので割合として、20 歳未満が少

ない。消滅対象市町村の一つ。 

こういった予測の中で、相続を契機に土地の所有者を決

めるに際し、戸惑う人が増えています。相続人の一部が都

市部に住んでいたり、相続人が単身（未婚）或いは子供が

いないので相続しても使用しないし買い手もつかない。 

そもそもどこにその土地があるか判らない。 

 周知のとおり、1960 年代後半以降、就業機会を求めて

地方から三大都市圏へ人口流出が続いて実家に戻ること

なく、地方の親の資産を相続すると、地方の土地の相続人

が都市部在住者となることもある。かつては当たり前だ

った土地所有者＝在村地主＝管理者という図式が崩れ始

めている。かつては、相続人にとって「親父の土地の権利

証」絶大な重要性をもっていた。ところが土地の資産価値

が低下すると、権利証の重要度も変わって、なくてもさし

て気にならなくなってくる。 

 高鍋の一等地は、かつては信金通りあたりで坪 10万円

以上だったが、現在は５万から７万円。区画整理があった

畑田あたり。今はホームセンター、スーパー、病院、美容

室がある立派な住宅街ですが、昔は田んぼ、町体育館の周

辺は夜になると真っ暗でした。幼い頃は田んぼの真ん中

に坂田病院があったイメージです。 

土地の資産価値が低下すると、挙句には相続登記は費

用を要するからしないケースも出てくる。こうして相続

人が決まっていない土地が増える。国土の４割を占める

私有林は、不在地主の保有する面積が 24パーセントに達

し、そのうち４割は当該都道府県外に居住するものの保

有となっています。地方から都市部への人口流出、地域の

つながりの低下による所有者情報の喪失、時間の経過に

よる世代交代による法定相続人のねずみ算式による増加

で所有者不明土地が増加しています。これに、国際化の流

れで、相続人の中に海外在住者または外国人がいれば相

続手続にかかる時間とコストは膨大なものとなる。1900

年代森林所有者に占める不在地主の割合が２割を超え、

森林関係者の中では既に相続人の把握が困難と指摘され

ていたようです。鹿児島県では、2015年の実態調査で、 

県内農地の少なくとも21パーセントにあたる3万2900

ヘクタールで登記上の所有者が既に死亡していることが

明らかとなっている。 

近年、震災復興や空き家対策で所有者不明が判明する

ことが明らかになるなか、国交省が 2014年に行ったサン

プル調査では、登記情報が 50 年以上前のままの土地は、

19．8パーセントにのぼった。全国の私有地の約2割は既

に所有者の把握が難しくなっており、面積に当てはめる

九州を上回る。 

戦前は家督相続で長男が相続したのでこうした問題は

なかった。先進国で所有者不明土地問題があるのは日本

だけ。戦後アメリカナイズされ平等意識、権利意識が強く

なり、義務は放置されてきた。 

先進国の例 

 イギリス（国土 24 万平方キロ、７割が平地）では原則

として全国土は国王に属するという理論上の前提があり、

土地所有権は利用権に近く、認められた一定期間過ぎれ

ば土地は国王のもとに戻る。明治時代に日本が民法制定

する上で手本としたフランスは所有者個人の自由を認め

絶対的所有権の考え方ですが、公的利用が進むように公

的機関による先買権が強化されている。登記は対抗要件

だが、公証人の関与が義務。ドイツは、登記は効力要件で、

個人間で売買しても登記しなければ権利変動そのものが

成立しない。おまけに、所有権の譲渡には公証人が立会わ

なければならない。韓国も登記が効力要件登記で義務化

されている。日本は、地積調査も52パーセント程しか完

了しておらず、（先進国はいずれも100パーセント完了）、

登記が義務化されていない。加えて家族形態が長子相続、

家父長制だった権威主義家族（アジア全体、ドイツ、スウ

 

  
      



ェーデン、韓国）から、戦後アメリカ・イギリス核家族形

態に移行し、個人の自由と権利意識が強くなり、経済低成

長と合い重なり、50 歳時点で一度も結婚したことがない

生涯未婚者が男性で４人に１人、女性で７人に１人であ

る。これが2035年には、男性が 3人に１人、女性は5人

に1人結婚しない未婚大国になると予測されている。1970

年代の生涯未婚率は男性 1.7 パーセント、女性は 3.3 パ

ーセントに過ぎなかった。人口は減少しているのに世帯

数は増えている。平均世帯数は2010年で2.42人。なぜ増

えているか。１人暮らし世帯が 2015 年で 34.6 パーセン

ト。夫婦と子供世帯26.9パーセントで単身世帯がトップ

となっている。ちなみに離婚は３組に１組が離婚する離

婚大国。アメリカよりも多い。 

相続手続という狭い観点からみても日本社会のすべて 

が老朽化し疲弊し行き詰まっていると不安になります。 

日本は外国資本でも土地を購入でき、このままでは国 

土は中国などの外国資本に買い荒らされ、農地は荒廃、農

家は減る一方で食料自給率はさらに低下し、空き家やホ

ームセンターの廃墟が街にはびこり、日本全土の街がゴ

ーストタウンと化すのでは危惧します。 

平等教育と市場原理が行き過ぎての結果と考えます。 

 皆様様は、どう思われますでしょうか。 

 

☆会員卓話                        板垣 衛 君 

事業承継の現状 

 

中小企業を取り巻く 

事業承継の現状 

 

我が国の事業承継の実態 

先代経営者との関係の変化 

後継者の決定の有無 

後継者との意思疎通の状況 

先代経営者から事業を引き 

 継いだ時に苦労した点 

現経営者が考える後継者の育成に必要な期間 

高鍋信用金庫における事業承継支援 

 

☆青少年交換留学生オリエンテーション報告 

                                    岩切 洋 君 

鹿児島空港ホテルにて 

8月 24日(土）10時より地区委

員と留学生の自己紹介から始ま

り、昼食を挟んで午後から留学生

に対して日本でのルールや諸手

続きホストファミリー、学校での

過ごし方等丸野委員長より説明

があり、その後翌日のプロジェク

ター使用による自己紹介の練習

などで夕方には初日を終えました。8月25日(日）9時30

分よりホストファミリー、ホストクラブ、ホストカウンセ

ラー、受入高校のオリエンテーションが始まり、高鍋から

は高鍋高校園山副校長、長谷川会長エレクト、うちの家内

がホストファミリーで参加させて頂きました。11 時から

全体オリエンテーションで貴島ガバナーの挨拶から丸野

委員長挨拶、参加者紹介のあと、2019-2020年度受入学生

のプロジェクター使っての自己紹介発表。今年度はポー

ランド、フィンランド、アメリカそして台湾の 4名です。

4名の発表のあと2018-2019年度派遣学生の帰国報告スピ

ーチがあり昨年度日本からの留学生も 4名で、留学前の 4

名を知る人たちはすばらしい成長に皆さん驚いていまし

た。うちの娘も一年後こんなに成長して帰ってきてくれ

るといいなと思った次第です。 

その後帰国の4名の ROTEX入会式(交換留学生は原則入

会）がありました。午後から昼食を摂りながらの歓迎会が

あり、各受入クラブ、ファミリーごとに一言ずつスピーチ

の後風呂井ガバナーエレクトの言葉で閉会となりました。 

地区委員長より～交換留学はクラブ同士の交換留学で

あり、地区はそれをサポートするだけである。留学生は毎

月初め例会に呼び、近況報告と地区から振り込まれる一

万円を渡してくださいとのこと。10 カ月間様々な地区の

留学生のイベントがあり、積極的に参加させ、クラブはそ

れをサポートしてください。 

今後の主なイベントは、10月5日地区大会。10月7～8

日長崎おくんち。11月16～17日地区ローターアクト大会。

11月23日島津発祥祭り。11月30～12月1日指宿ツアー。

12月2～6日高鍋高校修学旅行。5月ジャパンツアー山形

県天童市。6月帰国報告。 

 留学生に対する接し方 →危機管理ハンドブック・・・  

チラシ。留学生は訴える権利を持っています。大人がハラ

スメントと全く認識していない言動でも青少年がハラス

メントと感じてしまえばハラスメントと判断される可能

性があります。ハグはダメかも。手に手つないでも？ 

早速来月夜間例会留学生参加しますので宜しくお願い

します。 

 

     

 

☆ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 野添 勝久 君  

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【松尾正博君】大変お世話になり 

ました。会の発展と会員の皆 

様のご健康、ご繁栄をご祈念 

申し上げます。 

【石田喜克君】先週の例会は欠席 

しました。ラグビーの NZ遠 

征に福岡県の春日LRC（リト 

ルラガーズクラブ）に 10日 

間同行させていただきました。無事五体満足で帰って 

きました。お土産を買うお金がなかったのでＢＯＸに 

します。 

 

 

  

青少年奉仕委員長 

  藤本範行君 



 

 

 
   ソングリーダーの多賀君＆ピアノ演奏の森さん 

 

    

本日のソング         本日の食事 

 

 

■出席報告         出席委員  河原 好秋 君  

 

 

出席報告（8/29）       

正 会 員  数 41名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 82.93％ 

修正出席率 85.37％ 

 

 

 

 

 

       ９月の例会案内 

 

9/5  2082回 月初めのセレモニー・米山ランチ 

雑誌紹介・会員卓話―橋口清和君 

       理事会 

  9/12 2083回 夜間例会＆観月会＆歓迎会 

         場所＝ゲシュマック（送迎バス） 

  9/19 2084回 外部卓話 

高鍋警察署長 久米田勇二様 

        血圧測定・プログラム委員会 

  9/26  2085回 会員卓話 

多賀学昭君・川上幸子君 

        100万㌦ランチ BOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

『メ－クアップしましょう』 

中部グループ各クラブメ－クアップ会場 

 出席委員会 

月 
宮崎南 宮崎観光ホテル 

宮崎東 ニューウェルシティー宮崎 

火 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 あかのや 

宮崎アカデミー 宮崎大学地域デザイン棟 （第2・第4） 

水 
宮崎北 ホテルマリックス 

佐土原 ワールドコンペンションセンターサミット 

木 宮崎中央 ワールドコンペンションセンターサミット 

金 宮崎西 宮崎観光ホテル 

 

 

四つのテスト  

  

    言行はこれに照らしてから 

     １、真実かどうか 

     ２、みんなに公平か 

     ３、好意と友情を深めるか 

     ４、みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

   宮崎北RC創立創立50周年記念式典・祝賀会 

（登録参加予定者 12名） 

 

日時  2019年9月21日（土） 

   受付   15：00～ 

   式典   16：00 

   記念講演 17：15  

   祝賀会  18：20 

    会場  宮崎観光ホテル 

    登録料 10,000円 

     

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

第2730地区大会 （全員登録） 

   

    日時 2019年10月 5日（土）～6日（日） 

    場所 シーガイアコンベンションセンター 

    登録料 10,000円 

 

        （現在会員参加予定者 16名） 

         

     

  


