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■ 会 長 報 告           早川 清人君 

皆さん、こんに

ちは 

いよいよ梅雨入

りしました。ジメ

ジメして蒸し暑い

嫌な季節に突入

し、気持ちも滅入りがちとなりますが、そこは、

気力で乗り越えてまいりましょう。皆様におか

れましては、体調管理には充分に留意され、くれ

ぐれもご自愛の程お願い申し上げます。 

さて、先週の例会では、久々に成年後見制度に

ついて話をしました。超高齢化社会を迎えた我

が国にとって、この制度をもっと知り、活用する

ことが如何に重要であるかを述べさせて頂きま

した。本日は、裁判手続きの基本について話させ

て頂きます。 

ご存じのとおり司法書士は、簡易裁判所にお

ける事件にて（認定司法書士に限られますが）訴

訟代理権を有し、法廷に立って弁論等訴訟活動

を遂行しています。これら訴訟を受任する際に

重要なのが、勝訴した後に相手方の何から回収

を図るかの確認です。勝訴しても、相手方に財産

等が何も無い場合には、回収は図れず、回収不能

のまま 10年が経過すれば時効にかかり判決書は

ただの紙切れに変貌してしまいます。これでは、

苦労して訴訟を遂行してきた意味が全くありま

せん。また、よく「金銭的回収など問題ではなく、

相手方の反省を求めるため訴訟に踏み切りたい

のだ」と訴える方がいます。実は、このような方

に限って、勝訴後の回収が不可能になると激し

く苦情を申し立てるものなのです。 

そのため、訴訟を受任する前には、依頼者と共

に相手方の財産調査を行います。その財産とし

ての主なものは、所有不動産、預貯金口座、（事

業者による）事業に於ける収入見込み及び勤務

先からの給与等です。 

ここで事前に留意しておく点は、強制執行と

して勝訴判決に基づき不動産を差し押さえる場

合には、差押の登記等で多額の手続経費を要す

ること、他の担保権が設定されていると配当か

ら漏れるなどがあります。また、同様に預貯金口

座を差し押さえる場合には、金融機関名と取扱

支店名が必要であることが挙げられます。但し、

信用金庫等では支店の特定をしなくても良いと

いう例外があります。次ぎに、事業者に対する強

制執行で、その事業者が得ている業務上の請求

権を差し押さえる場合には、その債権が支払わ

れる前にその支払い元で差し押さえねばなりま

せん。そして、勤務先からの給与を差し押さえる

場合ですが、給与内容の届出等の事務手続きの

煩雑さから、勤務先の会社が面倒な思いをしま

す。また、この場合で２カ所以上の債権者から差

し押さえが競合したときには、会社は差し押さ

えられた給与相当額を供託しなければならなく

なります。他、年金受給者においては、年金が差

し押さえられることはありません。（差押禁止財

産）しかし、預金通帳等に入金された後は、通常

の預金と変わりありませんので、差し押さえの

対象となります。訴訟に拘わらざる得ない事態

に陥った方は、充分にご留意のうえ綿密にご準

備下さい。 

本日の挨拶は以上です。ちなみに、私の会長と

しての挨拶はあと２回です。 

■ 理 事 会 報 告         松浦 正秋君 

・６月プログラムについて承認されました。 

・最終夜間例会について承認されました。 

６月２７日（金）／１８：３０～／小杉苑 
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・慶弔規定について承認それました。 

次年度より新規定で運用し、詳細については

次年度役員で話し合う。 

クラブ計画書に定款・細則とともに慶弔規定

も加える。 

・2104-2015年度年間プログラムについて承認さ 

れました。 

親睦旅行を中止し、夜間例会を納涼・年忘れ新 

年賀詞・創立記念・最終の５回とする。 

・2014-2015年度度事業計画案・予算案について 

承認されました。 

・７．８月のプログラムについて承認されました。 

・納涼夜間例会について承認されました。 

８月２２日（金）／１８：００～／ 

静岡パルシェ屋上ビアガーデン 

■ 出 席 報 告             寺田 章君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／46 89.13％ 42／46 91.3％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○川口君 ○桑原君 ○富澤静君 ○村松君 

藁品君 

(２)メークアップ者 

渡辺 哲朗君（島田） 

■ スマイル B O X         寺田 章君 

 誕生日プレゼント妻と私に頂きました。有

難うございました。    小池 吉久君 

 妻の誕生日プレゼントありがとうございま

す。毎年たすかります。  竹田 敏和君 

 結婚記念日のプレゼントありがとうござい

ます。２３年です。    松浦 正秋君 

スマイル累計額 ５０６ ，０００円 

■ 会 員 卓 話                        

 

 

望月 誠君 

 

 

 

皆さん、歯科医師とは、日々どんな仕事をして

いるのでしょうか？虫歯を削りつめたり、深い

虫歯の神経の処置をしたり、保存できない歯を

抜いたりしているだろうと思い浮かぶと思いま

す。そのほかにも入れ歯の製作、歯周病の治療、

予防などがあります。 

 しかし、口の中にも癌ができることをご存知

でしょうか？そう、口腔癌であります。私が、学

生の時、今から 23～24年前はあまり口腔癌は多

くありませんでした。大学の 4,5 年で口腔外科

の講義があります。この中で腫瘍学の講義のと

きに、教授が、「君たちが卒業をして開業医にな

ったときに一生のうちで口腔癌の患者さんは、1, 

2 例くらいしか見ないと思うよ。」と話されたこ

とを記憶しております。 

 １）では、口のどこに癌ができるでしょうか？

舌、頬粘膜、上顎歯肉、下顎歯肉、口腔底、口蓋、

口唇にできます。しかし、歯にはできません。理

由は、硬組織であるからです。その中では、舌が

一番多く見られ舌縁部であります。ある大学の

データでは、舌が口腔癌の全体の 50％でありま

す。又その他の部位の％は、下顎歯肉(14％)、頬

粘膜、口腔底(10％)の順であります。 

 ２）好発年齢は、60 歳台がもっとも多いとい

われております。男女比は、３：２で男性に多く

見られます。発生率は癌全体の 2～4％であり、

年間に約 6000人が発症しております。 

 ３）症状は、初期の段階ではほとんど無症状で

あります。また、前癌病変があります、紅板症と

いうものがあります。紅のように赤く、少し硬い

症状であります。もう 1つは、白板症といわれる

もので表面が白い物であります。この、白板症の

約 6～10％が、癌になると言われております。 

 ４）どんな格好をしているのか。(卓話でプリ

ントで説明。) 

 ５）口腔癌になりやすい条件としては、①お口

の中が清潔でない。②タバコを吸う。③飲酒の習

慣がある。④合わない入れ歯や差し歯の刺激が

ある。しかし、口腔内は、他の臓器と異なり、実

際に直視できる場所であり自分自身で見ること

ができます。できれば週に１度は、洗面台の前で

口腔内を是非、チェックしてください。又、半年

に 1 度のペースで、かかりつけの歯科医院に受
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診を必ずして下さい。 

 ６）治療法は、外科療法(手術)、放射線療法、

抗がん剤による化学療法、免疫療法。 

 

 

 

 

渡辺 哲朗君 

 

 

 

1.藤枝市の上水道 

・藤枝市の水道普及率 約 95％ 

ほとんどの人が上水道 

瀬戸谷、朝比奈の山間部 簡易水道(共同水道) 

水源 伏流水、沢の水 

・上水道の水源 

  泉町 大井川の地下水 50％ 日量３万トン 

  青南町 大井川の地下水 20％ 

茶町･村良･岡部(瀬戸川･朝比奈川の地下水)  5％ 

  大井川広域水道企業団  25％(長島ダムの水) 

・水質 地下水が主体のため良好 

  残留塩素少ない 0.2㎎/ℓ 

東京都 0.5～0.6㎎/ℓ 

・志田平野は大井川の恵みを享受 

掛川･菊川は水に苦労 

・水道管の耐震化 

  阪神大震災以後、整備が進んでいる 

  塩ビ管、石綿管からポリエチレン管へ切替え 

2.汚水の処理 

・下水道普及率 

  藤枝市 40％ 焼津市 22％ 島田市 10％ 

  全国 76％ 静岡県 60％ 大都市ほぼ 100％ 

  下水道は大都市に適した処理システム 

  地方の田園都市 下水道と合併浄化槽の併設 

・藤枝市の汚水処理率63％(全国88％･静岡県75％) 

  下水40％ 合併浄化槽21％ 

農業集落排水2％(蔵田、市之瀬、葉梨西北) 

  残りの37％は単独浄化槽 

   し尿処理のみ、雑排水はたれ流し 

・単独から合併へ切替えが課題 

16,000基存在 何年かかるか 

平成13年から単独浄化槽の新設は禁止 

3.地震対策 

・「水は来ない、トイレは使えない」が前提 

  ライフラインはストップ 

   飲料水 1日1人3㍑ 2週間から1ヶ月分在庫 

食料、燃料他 トイレ 庭や空地に穴を掘る 

テント、スコップ、巻紙、石灰 

・テントやキャンプ生活の体験からいろいろな

アイデアを 

・アルコール必需品 

■ 今週の一言           漆畑 雄一郎君 

【私の欲しいもの】 

最近は天候が不順

で、私のように外で

も仕事をする商売

の者にはなかなか

目処がつかなくて

困ります。現代は科学の発展に伴って、降雨を抑

制する装置とか逆に雨を降らす装置の開発も進

んでいますが、なかなか実用化には至っていま

せん。そんな中でもアニメの世界には昔から信

じられない発明が次々とあり、ほんとにあった

ら手に入れたい物ばかりで、皆様もあこがれた

ことがあると思います。この中でも特にほしい

物はドラえもんの「どこでもドア」ですが、現実

はそうもいきませんので、ほしい物は頭髪とい

うことにします。 

 

お誕生日 
おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1090‐4 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

6/13（金） 

第 1091回 
外部卓話  

6/20(金) 休会 
 

6/27(金) 

第１０９２回 

最終夜間例会 

夫人同伴 
小杉苑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／富澤賢君） 


