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■出席状況報告
　7月平均出席率　77.8％

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは同年以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します
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20-21年度　RI会長　ホルガー・クナーク

ロータリーは機会の扉を開く
２０２０‐２１年度国際ロータリー・テーマ

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル東館3F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com
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会長方針 今、 自分に出来る事、
そして すこし背伸びしてみませんか？

2020.9.7

Weekly Report

ホームページが新しくなりました

2020年9月

ロータリーの友月間

◆四つのテスト◆

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

■ニコニコ献金
　7月13日 　16,000円　　累計 121,000円

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH
Weekly Report

第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　花房 浩一 会長

■会務報告　　　　　　小笠原達也　幹事

　誕生日を迎えましてうれいいのか、うれしくない
のか複雑な気持ちですが 60 歳になりました。
十刊十二支ですか 60 年で元に戻る還暦ということに
なります。60 代の皆さんの仲間入りになりますので
宜しくお願いします。自分でいうのもどうかと思いますがまだ
まだ若いと思います。

「サザエさん」のお父さん波平さんですが 54 歳ということで僕
より 6 歳下になるんですが、昭和 30 年代の父さんということ
で定年が近くああいうイメージだったのかなとその時代ですが
食事は円卓で 3 世代そろって波平さんが「タラちゃん今日はど
うだった」そんな家族全員での会話があったのかとカツオ君は
学校から戻るとカバンを投げ外に遊びに行く遊ぶ場所も当時は
まだまだ空き地もあった時代で、そこにはいろいろな世代の集
まりがあり、年上の大将がいて仲間の子供が隣街の子供にいじ
められると大将が、俺がやっつけるという感じで小さな子供か
ら大きな子供まで仲間意識があり、そこには人のいたわる気持
ちがあったのかと思います。
それから 10 数年経つと「ちびまる子ちやん」というマンガで、
核家族、4 人家族が標準になり食卓テーブルが丸から四角くに
なるしかし椅子がいつも一つ空いている。父さんは残業残業で
家に居ないとのことで、母さんと子供 3 人での食事となり、外
で遊ぶのも空き地がなくなり公園となっている、ある学年は塾
や習い事でいなくなりそこでは同じ年齢の子供どうしが遊んで
いるそうなると遊び方も競争することが多くなってきたという
ことです。

第1306回例会

■誕生祝

■プログラム　中野尊仁 広報・クラブ会報委員長
「ロータリーの友」弁護士の視点から選んだ面白
い記事あれこれ」というお題ですが、少しアレン
ジしてお話します。私がご紹介するのは、「ポー
ル・ハリスとロータリー」です。
この記事は、ロータリーの創設者の一人である
ポール・ハリスの生涯を描いた連載コミックです。
漫画ということで非常に読みやすいと思います。
今年の7月号から連載が開始していて始まったば
かりで、まだまだ追いつけます。また、この記事
にはQRコードがあり、これをたどるとアニメー
ションを見ることができます。では、中身を見て
いきましょう。ポールは、南北戦争直後のアメリ
カ北東部にあるバーモント州で生まれました。
父方の祖父母と両親、きょうだいと生活しており、
父のジョージは、祖父の援助を受けて雑貨店を創
業し経営していました。ところが、父は、経営そ
っちのけで発明や執筆活動に没頭し、結局倒産し
てしまいました。その結果一家は離散することと
なり、まだ３歳だったポールは母親と離れ離れに
なるなど、悲惨なスタートでした。
その後、家族は共に暮らすことができるようにな
り、お父さんは再び事業を始めます。しかし、お
父さんはまたてっとり早く儲けようとして浪費を
始め、その結果、二度目の破産をすることとなっ
てしまいました。こんな感じでポールは幼少時代

（１）帯広南RC、移動例会（清掃活動）

　　　の開催のご案内
　　　日　時　9月14日（月）
　　　午前11時20分集合（11：30例会）

　　　場　所　帯広の森体育館入口付近　
　　　　　　※雨天決行
　　　持ち物　軍手・火ばさみ
　　※当日は作業を行いますので、動きやすい服
　　　装でお越しください。
　　　作業終了後にお弁当をご用意しております。
（２）帯広南RC、9月21日（月）の例会は、祝日
　　　のため休会と致します

決して恵まれた家庭に育っていたわけではありま
せんが、その後、祖父母の教育などもあって立派
に成長してきます。そして、ポールは私と同じ職
業である弁護士になることとなります。
ここで、記事を離れて、法律的なお話をしたいと
思います。ポールのお父さんの破産についてです。
これはあくまでアメリカのお話ですので、アメリ
カの法律が適用されますが、仮に日本で同じよう
な事が起き、ポールのお父さんが私の事務所に相
談に来たとします。破産手続きがどのようなもの
か見ていきましょう。
2　まず、破産手続きと一口にいいますが、実は
一般的に破産と言われるものには、法律上２つの
手続きが含まれています。それは、財産の清算手
続きである破産手続きと借金をゼロにするという
免責手続きです。破産手続きは，破産手続きが開
始された時点における借金を基準に、開始時点に
おける財産を債権者に平等に分配するという手続
きです。一方、「破産したら借金はチャラになる
よ」という話がありますが破産手続きの効果では
ないのです。先程申し上げた免責手続きというも
ので借金をチャラにするよという手続きになりま
す。同時進行するものですがあくまで別のもので
す。これはあとで詳しく見ていきます。
ところで、破産をするにもお金がかかります。
お金がないから破産をするのに、手続きに費用が
掛かるというのは違和感があるかもしれません。
しかし，実際には，裁判所に納める予納金や弁護
士費用等がかかります。法人ですと、300万円以
上のお金がかかることがあります。したがって、
お金がなくなるギリギリまで事業を継続してしま
うと破産すらできないということになりかねませ
ん。万が一にもそのような事態に陥りそうな場合
は早めに弁護士にご相談ください。
次に、免責手続きについてお話します。
破産をすれば、借金はチャラになります。しかし、
そこには例外もあります。
例えば、税金は破産してもチャラにはなりません。
このことから現実に起こる問題として、役所が待
ってくれるからといって税金を払わず他の債権者
に返済してしまうと、破産をしても税金は残って
しまいます。そうすると、破産をしても経済的に
辛い状況が続いていしまうということになりかね
ません。また、例えば横領したお金が返せないか
ら破産手続きをとか養育費が払えないからなどは
免責されません。そのほか、浪費といってパチン
コ・スロット・競馬・旅行・事業でむりなお金を
つぎ込んだ場合・資金繰りが厳しい中、借金を続
ける場合、このような場合も免責がされないとい
うことがあります。そして、本件のポールのお父
さんの場合は、以前にも破産したことがあります。
破産法の免責不許可事由を見てみると、7年以内
に免責許可があった場合にも免責を認めないとい
うことになっています。
3　したがって、ジョージの場合は2回目の破産で
すから前回から7年たっているかどうかが弁護士と
して気になりました。これから、ポールが成人し、
ロータリーがどのような経緯で設立されたのかな
どが展開されていくと思われます。ぜひ，ロータ
リーの創設者がどんな人生を送ってきたのか興味
を持っていただければと思います。

委員会報告・ニコニコ献金は次回掲載します

その後10数年経つと「クレヨンしんちやん」
ということで、少子化の中食事はお母さん
と子供の二人、しんちゃんは王子様でお母
さんは子供に呼び捨てにされる。学校から
戻ると周りに公園も少なくなり、家で遊ぶ。
遊び方は友達2人とテレビゲームという中
人との交わりが少ない分、相手の気持ちを
理解しようと思う気持ちが希薄になるのか
なとコロナの中、ロータリーもオンライン
の多様という詰もありますが、感情は伝わ
るけど気持ちが伝わらないのかとやはり直
接顔を合わせることが会を盛り上げていく
うえで必要なことなのかという気がします。


