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★ 国際会長

★ ３３６－A地区ガバナースローガン

★ 松山北ライオンズクラブ会長スローガン　　　　

　　ライオンの未来に
　　　情熱と夢を持って、ウイ・サーブ

　　個人的成長と会員増強

　　　　　　MOVE　TO　GROW

　　　 ２００９～２０１０

　★ 国際協会テーマ

　　WE SERVE　　われわれは奉仕する

　Eberhard j Wirfs(ドイツ）テーマー

エーバハルト・Ｊ・ヴィルフス

●キーワード：「初心」

　　　　　　　　基本方針・会員増強と 例会の活性化

　（須山隆大）

　（武久一郎・徳島城山LC所属）
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　　例 会 報 告

◆ 第685回例会 （5月12日開催）

　【報告事項】

　　① 次期３役スクールの件

　　　　　6/6(日） ホテル・グランフォーレ（四国中央市）

　　② 夏期（2009年～2010年）YE受け入れ家庭募集の件

　　③ 松山北クラブチャリティーゴルフ決算報告の件

　　④ 新会員スクール及び入会式日程の件

　　　　　新会員スクール：5/21(金）　　入会式：6月第１例会

　【審議事項】

　　① 新会員推薦の件

　　② 5月第2例会 （5/26） 変更の件 （夜間例会）

　　③ 新会員（女性）会費月割額の件

◆ 第686回例会 （5月26日開催） 夜間例会

　【報告事項】

　　・ 新会員所属委員会の件　

◆ 第687回例会 （6月9日開催） 

　○　入会式 （新会員：石﨑順子、田中由香）

　【報告事項】

　　① 次期ライオンテーマー、テールツイスター、計画委員長スクールの件

　　　　6/13（日）　於：コミセン

　　② 次期各委員長（会員・PR・青少年・環境保全・YE)スクールの件

　　　　6/18（金）　於：コミセン

　　③ 献血推進研究会の件

　　　　6/24（木）　於：国際ホテル松山

　　④ 松山市青少年育成市民会議代議員と理事交替の件

　　⑤ 会員動向 （井上敏弘不在会員扱い）

　【審議事項】

　　① 終身会員扱い（大院忠樹）の件

　　② 宮崎県口蹄疫災害義捐金依頼の件

　　③ 友好クラブ締結の件 （竹田ライオンズクラブ）

　○　年次報告 （各委員長）
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田中由香さんと石﨑順子さん

新会員宣誓

　　入　会　式

去る６月９日、石﨑順子さんと田中由香さんの入会式が執り
行われました。

新会員を紹介する村上会員委員長 歓迎の辞を述べる須山会長

「ライオンと呼ばるヽ人」

田中由香さん　　　
生け花店Ｇrin代表
　　　　

　石﨑順子さん　　　　　　　　　
　　生保業　　　　　　　　　　
　　（マニュライフ生命保険）
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　知って得する豆知識

　人は社会の中で日々、いろいろな契約をしています。不動産売買や、融資などの契約がそ

の代表例ですが、契約は何も契約書を作成して行われるものに限られるわけではありませ

ん。

　スーパーでの買い物、インターネットでの通信販売、バスや電車の利用、出前の注文、レスト

ランでの食事、預貯金の出し入れ、その他日常生活で行われる諸々の行為も契約です。法律

的な「約束」は額の大きなものから小さいものまで、あるいは契約書を作成するかしないか

を問わず、すべて契約となります。

　では、契約は誰がどのように行うのでしょう。

　契約を行うのは人と人です。人と人がそれぞれの意思で約束を交わすことになります。つ

まり、人は自らの意思で契約を行うものであり、その「人」本人の契約は、その「人」本人だけ

が行うことができるのです。

　もちろん、自分の契約を他の人に任せて行わせることもできますが、このように「任せる」

ことも、委任という契約なのです。

　ということは、家族であっても、本人から任されていない限り、本人に代わって本人の契約

を行うことはできないということになります。

　判断能力とは、契約を適切に行うための能力で、契約の意味を理解し、契約を行うことを

決めることができる能力のことをいいますから、判断能力がなければ、契約を行っても無効

になってしまいます。

　人が自らの意思で契約を行うためには、判断能力が必要です。判断能力がなければ、有効

に契約を行うことができません。

　仮に、判断能力の不十分になった人の契約を、その家族が代わって行っても、有効な契約

であるとはいえません。

　病気や障がいなどで判断能力の不十分になった人のために何らかの契約をしなければな

らなくなったときでも、有効に契約を行うことができません。

　また、人が自分の財産を管理することにも判断能力が必要です。したがって、判断能力が

不十分になった人の財産は、その本人も有効に管理を続けることができませんし、それは家

族がいても同じことです。家族といえども、その本人の財産を消費することは認められませ

ん。

ご存知ですか？成年後見制度！

１．契約

２．判断能力と契約、財産管理

司法書士　末光祐一

―　判断能力が不十分になったとき　―
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　法律の社会では、人に判断能力があるかどうかが、非常に重要になってくるのです。

　それでは、判断能力が不十分になった人のために何らかの契約をしなければならない

ようなときや、その人の財産を管理しなければならないようなときは、どうしたらいいの

でしょうか。

　例えば、認知症の高齢者について介護のために適切な施設に入居することが望ましい

ときに、その費用を捻出するためその高齢者の不動産を売却するときや、精神障がいのあ

る人の預金を管理し、病院の費用等を支払う必要があるとき、あるいは知的障がいのある

人の父が亡くなりその遺産分割をしなければならないときなどです。

　そこで、判断能力が不十分になった人に代わって、その本人のために、契約や財産の管

理を有効に行うことができる法律上の制度、それが成年後見制度です。

　成年後見制度は、まず、判断能力がなくなった人の親族（四親等以内）が家庭裁判所に

申立てることから始まります。場合によっては、市町村長が申立てることもあります。

　申立てを受けた家庭裁判所は、調査を行い、必要に応じて医師の鑑定を行って、成年後

見制度をスタートさせることになります。成年後見制度をスタートさせる際には、家庭裁判

所によって成年後見人が選ばれることになります。

　この成年後見人が、判断能力のなくなった人のために、その本人の代理人として契約を

結び、あるいは財産を管理することになります。

　そうすることで、本人の財産が守られ、福祉が図られることが期待されるのです。

　成年後見人には、親族が選ばれることが比較的多いのですが、適当な身寄りがいない、

身寄りがいても身寄りの間でもめ事がある、あるいは身寄りが本人の財産を管理するには

問題がある場合などのように、成年後見人として適切な親族がいないような場合には、司

法書士や弁護士、社会福祉士といった専門家が第三者として選ばれることも少なくありま

せん。

　このように、成年後見人が選ばれると、家庭裁判所の監督の下、本人の利益が損なわれ

ることのないように、成年後見人が本人の財産上の行為をすべて代理して行うことになり

ます。

　さらに、成年後見人は、本人の財産のことだけではなく、本人の生活の質が向上するよ

う身の回りのことや介護のことにも配慮していくことになっています。

　過去には、判断能力が不十分になった人には、禁治産宣告という制度が適用されて本人

の戸籍に記載されたため、本人だけでなく、家族の日常にも支障をきたすことがありまし

た。成年後見制度では戸籍に記載することはやめ、あらたに後見登記という方法で記録す

ることとなりました。

　判断能力が不十分な場合には、判断能力がなくなった場合だけでなく、完全ではないも

のの判断能力がある程度はあることもあります。

３．成年後見制度
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　そのような場合には、先の成年後見人ではなく、保佐人や補助人という者が選ばれるこ

とになります。保佐人、補助人は、財産上のすべての行為を代理することにはなりませんが、

本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が定めた範囲で本人のために代理を行うこと

になります。

　成年後見人、保佐人、補助人（これよりあとは、保佐人も補助人も含めて成年後見人という

ことにします。）は本人のために代理を行うほかに、もう一つ重要な権限があります。

　それは、判断能力が不十分な本人が行った契約を取り消すことができるというものです。

　例えば、在宅で一人暮らしの軽度の認知症の高齢者が、訪問販売で必要以上の布団を購

入している、あるいは通信販売で大量の健康食品を購入しているというような場合は、どう

でしょうか。

　訪問販売の場合は、クーリングオフが適用されますから、本人自身が後日、その購入契約

を取り消すことができますが、クーリングオフには一定の要件があり、その要件を満たしてい

ない場合には、取り消すことはできません。また、通信販売や、店頭販売の場合には、原則的

にはクーリングオフは適用されません。

　そのようなときに、判断能力が不十分な人の利益を守ることができるのが、成年後見人に

よる契約の取消しです。

　先の例の高齢者に成年後見人が選ばれていたとすると、もし成年後見人が知らないとこ

ろで、その高齢者が契約を結んでいたとしても、それが本人の利益にならないときには、成

年後見人が無条件でその契約を取り消し、本人の財産や生活の不利益を防ぐことができま

す。

　このように、とくに悪質商法などの被害から高齢者等を守るには、成年後見制度は非常に

有効です。

　これまで述べた成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になったときに申立てによっ

て家庭裁判所が成年後見人を選ぶことによってスタートしますが、広い意味での成年後見制

度には、本人が自分自身で後見人を選んでおくことができる制度もあります。

　それが、任意後見制度です。

　任意後見制度を利用するには、まず本人が、判断能力があるうちに、公正証書で、任意後

見契約を結んでおく必要があります。この契約は、「もし自分が判断能力が不十分な状況に

なったら、Ａさんに私の財産の管理や代理を任せます。」という内容で、本人とそのＡさんが

結ぶことになります。

　遺言が、本人が死亡したあとに本人の意思を実現するために生前に備えておくための制

度であるとしたら、任意後見は、本人は存命ではあるものの、判断能力が不十分になったあ

とに本人の意思を実現するために判断能力があるうちに備えておく制度であるともいえま

す。

　

５．任意後見制度

４．取消権
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　任意後見契約を結んだあと、本人の判断能力が不十分になったときに、実際に本人に任

された人（先の例のＡさん）が本人の財産の管理や代理を開始するわけですが、本人の判断

能力が不十分になったかどうかは、家庭裁判所が判断することになります。また、家庭裁判

所の判断により任意後見がスタートして、任意後見契約で本人に財産の管理や代理を任さ

れている人（先の例のＡさん）を任意後見人といいますが、この場合は、家庭裁判所が選ん

だ監督人が付くことになります。

　任意後見人は、監督人の監督の下、任意後見契約の内容にしたがって、本人の生活や福

祉について考慮しながら、本人の利益のために財産の管理や代理を行います。

　したがいまして、任意後見契約を結んでおくことによって、最後まで自分らしく生きること

ができるように期待されます。

　近年、親族以外の第三者である専門家が成年後見人に選ばれることも増えてきました。

　今後とも、専門家である成年後見人への期待は増すばかりで、その役割もますます重要

になってきています。

　そこで、司法書士は、専門家としての体制を充実させ、家庭裁判所の要請や市民県民の

要望に応えるために、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を全国組織として立

ち上げています。

　社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、高齢者、障がい者等が自らの意思に基

づき安心して日常生活を送ることができるように支援し、もって高齢者、障がい者等の権利

の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として、研修を積んだ適任の成年後見人や任

意後見人を推薦するなどの活動を行っています。

　また、成年後見人の報酬は家庭裁判所が定める額だけであり、任意後見人の報酬は、本

人と十分協議のうえ、納得の得られる額が契約で定められることとなります。

　社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、成年後見人や任意後見人の推薦だけで

なく、成年後見制度に関する講座や講師派遣、相談会の開催などの事業も行っており、その

支部は全国の都道府県にあります。

　成年後見制度について、お尋ねしたいことがあれば、お気軽に各地の社団法人成年後見

センター・リーガルサポートの支部にお問い合わせください。

６．社団法人成年後見センター・リーガルサポート
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　　　～　平成22年5月のビッグドネーションの例です　～

　　ドネーション報告

　　ことばの基礎知識

　クラブに常設されている委員会の一つで、3年任期の委員3人で構成されます。毎年1人が選
出され、ローテーションによって1年ずつ順に委員、副委員長、委員長を務め、委員会はクラブ
理事会の構成員となります。会員増強プログラムの開発や新会員招聘の促進、オリエンテーシ
ョンの企画･実施を行います。

◆ 会員委員会

【ライオンズ用語】

　① 20年以上正会員であり、所属クラブ、その地域社会等に対してその功績の著しい者、②
 病気が重篤である者、③ 15年以上正会員であり、少なくとも70歳に達している者は、本人が希
望すれば、クラブ会則第3条B項5による手続きで終身会員になることができます。

◆ 終身会員

★　会報誌の発行が今年度はあと2回になりました　(末光健二）

★　年次大会への出席が楽しかった、大院さんの例会出席が嬉しかった　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（芳邦仁美）

★　ゴルフコンペで好成績（優勝等）をあげました　（渡部和雄、須山隆大）

★　結婚記念祝いをいただきました　(中道勝久、末光三郎）

★　いろいろと嬉しいことがありました　（井上秀明、三浦雄三郎、新屋敷剛、

　　　　　　　須山隆大、中屋敷一夫、福浜洋、村上道照、

　　　　　　　森田隆、吉井忠、良野一生、清水政司、田窪良二）

【間違いやすい言い回し（諺）】

　「汚名返上」と「名誉挽回」を混同した表現で、誤った使い方になります。「汚名」なので「挽
回」ではなく「返上」しなければなりません。「汚名を返上する」、「名誉を挽回する」というように、
文章の形にして覚えると間違いにくいかもしれません。

◆ 汚名挽回
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★ 産声を ･･･････ 福岡県小倉市
★ 通った学校 ･･･ 長浜中学校
★ 趣味 ・・・・・・・ 古車
★ お仕事 ・・・・ 税理士　　

★ 産声を ･･･････ 島根県浜田市
★ 通った学校 ･･････ 小・中学校は浜田市、
　　　　　　　　高校・大学は東京です
★ 趣味 ･･････ 山歩き、きのこ・山菜採り、食べ歩き等
★ お仕事 ･･････ 居酒屋

福浜 洋 様 

清水政司 様 

　50代後半を楽しみたい。

　企業が事業活動において利益を優先するだけでなく、顧客、株主、従業員、取引先、地域社
会などの様々な利害関係者との関係を重視しながら果たす社会的責任のことを言います。
　具体的には、安全で高品質な製品・サービスの提供、環境への配慮、社会的公正・倫理に
かなった活動などを行っているかなどが挙げられます。このような社会的責任を果たすことにより、業
務プロセス改善によるコスト低減、技術・サービス革新、企業イメージの向上など様々なメリットが
あるといわれ、ＣＳＲに積極的に取り組む動きが広がっています。

◆ ＣＳＲ

【分かりにくい時事用語】

　40歳のとき、入院先の病院で、あなたの
病気は治りませんと告げられて、25年、酒
も飲み、時々ゴルフも出来る自分が不思
議です。

森田 隆 様 

★ 産声を ･･･････ 愛媛県松山市
★ 通った学校 ･･･ 雄郡小学校、雄新中学校
★ 趣味 ・・・・・・・ 育毛
★ お仕事 ・・・・ 建設業　今年で22年目を迎えます

　53歳になり、ますます髪の毛が薄くなり
困っています。

⑩



結婚記念日おめでとうございます

　平成元年6月18日に松山市で結婚式を行いました。
　家族 ・・・ 5人です。あと、犬2匹とねこ1匹です。
　家族構成 ・・・ 子供は男・女・女です。
　うちの妻は、明るくて元気な人です。

6月のクイズ

　大河ドラマ『龍馬伝』がNHKで放送されていますが、今回は

坂本龍馬に関する問題です。

結婚して22年目になりましたが、
健康に気を付けてがんばりましょ

う！

①　小野派一刀流

③　神道無念流

　　 ゴルフ特別委員会（同好会）報告

岡田 守 様

　平成22年1月以降に実施されたゴルフ特別委員会（同好会）の成績は次のとおりでした。

優勝・準優勝をされたみなさん、おめでとうございます。

問題１　坂本龍馬が学んでいた剣の流派はどれでしょう？

②　北辰一刀流

④　鏡新明智流

問題２　坂本龍馬が暗殺された場所はどこでしょう？

①　寺田屋

③　近江屋

②　大和屋

④　池田屋

⑪



　
　12回発行、お疲れ様でした。
　第1回目、不安から始まり、ミスの連続
で、コメツキバッタのように平謝りをしてきた
ことが懐かしく思えます。
　ＰＲメンバー6人で『12回もよく頑張った
ね』と達成感の中で乾杯です。　
　ありがとうございました。　　　井上
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　　　　 ＜ クイズの答え＞
　　　　　　　
問題 １　　②
　北辰一刀流の免許皆伝です。

問題 ２　　③
　１８６７年12月10日に京の近江屋で暗
殺されました。犯人は明らかになっていませ
ん。

　　準備理事会・準備委員長会

2010年６月１０日国際ホテルにて

２０１０年度の事業計画について話し合いが行わ
れました。




