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クラブテーマ 「あなたのロータリーをみつけよう」
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Yamagata West Rotary

婚して川上さんの戸籍から出ていっても、子どもは川上
さんの戸籍に残ったままです。子どもを山田さんの戸籍

結婚と苗字

に移すには、山田さんと同じ苗字にする必要があるの

どちらかの苗字を名乗らなければなり

要があります。山田さんが旧姓に戻っていたら、苗字を

更を強制されるのは個人の尊重や結

ますね。では、山田さんが川上の苗字を選択したら、子ど

張された裁判で、最高裁は、平成27

そうではありません。子どもの苗字を川上から川上に変更

理由の一つとして、結婚前の旧姓を通

佐藤さんが佐藤さんと結婚したときも同じことです。

今の法律では、結婚すると夫か妻

で、家庭裁判所から子どもの苗字変更の許可をもらう必

ません。夫婦のどちらかが苗字の変

川上から山田に変更する許可が必要というのは理解でき

婚の自由を害するから違憲だ、と主

もの苗字を変えなくていいから許可は不要か。というと

年、合憲との判決を下しました。その

する。というよくわからない許可が必要なのです。

称として使用することは社会的に広く認められている、という

ご本人は、結婚したけど苗字は変わりませんでした、結

め届けていれば、旧姓で公の文書を作成することも認められて

は、結婚して苗字が佐藤から佐藤に変わったんだよ、と

ことが挙げられていました。弁護士会や裁判所では、あらかじ

婚した実感が湧きません、なんて言いますね。こちら

います。ところが、私立学校の女性の先生が結婚して苗字が

言いたいところですが、野暮なので我慢しています。

変わったが、勤務先で旧姓の使用が認められず、違法だとして
学校を訴えたところ、東京地裁は、昨年10月、違法とまでは

言えないとの判決を下しました。旧姓の使用は法律上保護され
る利益ではあるが、社会的に根付いているとまでは言えないと

の理由でした。最高裁の判決と矛盾するのではないか、との
批判が強いようです。

幹事報告

五十嵐

信 幹事

●米山功労クラブから感謝状がきています。内容は「多額の
ご寄付に対し、心から感謝の意を表します」と、米山奨学
会の小沢理事長からいただいております。

離婚と苗字

●ガバナー月信、11ページに、芦野委員長が頑張っている
姿が載っております。

となので、変更することに抵抗がない方も多いでしょ

●60年誌の尾形出版委員長が同誌をいろんなところに送っ
てくれました。今日は国会図書館から、
「発行者各位から納
入される出版物は、当館が行う図書館サービスの根幹となる
貴重な資料であるため、山形西ロータリークラブの30年誌と
20年誌も納入してください」とのお願いでございました。

ところで、結婚して苗字が変わったのはおめでたいこ

う。では、離婚して苗字が変わった場合はどうでしょう
か。実は離婚の場合は、結婚前の元の苗字に戻るのが原
則ですが、戸籍上結婚中の苗字を名乗り続けることがで
きることになっているので、その点の問題は生じません。
これから先は、市役所の戸籍係とか法律家だけが分
かっていればいいことなのですが、実は、離婚して苗字
が変わらないと言っても、法律的には苗字は変わってい
るのです。どういうことかと言うと、旧姓山田さんが結
婚して川上姓になっていた場合、離婚すれば当然山田姓
に戻ります。ただ社会生活上不便でしょうから、特別に
川上と名乗ってもいいですよ。ということなのです。

子供の苗字

これがどこで問題になるのかというと、子どもの戸籍

を移すときです。先ほどの山田さんに子どもがいれば、
ご主人の川上さんの戸籍に入っています。山田さんが離

●今日はネルソン君におこずかいをお渡しします。

ニコニコBOX
半田 稔会長／先日、交通事故の判例解説を執筆したら、
わずかですが原稿料をいただいたのでニコニコします。
三 沢裕一さん／12月10日で私達夫婦の結婚30周年です。
わがままな私を30年間支えてくれた妻とたくさんの喜びをも
らった家族に感謝してニコニコします。又、海外で働く娘か
らお祝いの旅行をプレゼントされましたので行ってきます。異
国の地より会員皆さまの活躍を祈っております。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：大沼デパート 7F ローズルーム TEL：622-7111
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

年次総会
議長 ／ 半田 稔 会長
全議案 満場一致で可決

進行 ／ 五十嵐

信 幹事

次年度役員

理事の皆さん

れてることも徐々に変わってきましたので、これからも続いてい
けるような1年間を全うしたいと思っております。ぜひ皆さま方
のご協力よろしくお願いいたします。

会員報告

平吹

和之 さん

ネルソン君の近況

次々年度会長 ／ 三澤
次年度副会長 ／ 鈴木

裕一 さん
浩司 さん

次 年 度 幹 事 ／ 菅原 茂秋 さん
次 年 度 会 計 ／ 三沢 大介 さん
次 年 度 理 事 ／ 坂部
登 さん、髙橋 勝治 さん
長澤 裕二 さん、冨田 浩志 さん
次年度S.A.A. ／ 新藤

次年度会長

幸紀 さん

小林

惠一 さん

昨年の総会で会長エレクトに選任をいただきまして、60周年
の年度の鈴木会長からその後の半田会長へと引き継がれてい
く中で、クラブ運営についていろいろと見させていただきなが
ら、とにかく一生懸命勉強しなければと思ってこの1年を過ごし
てまいりました。とりわけ半田会長は60周年のビッグ年度を引
き継がれて、新たな理念と方針のもとにリーダーシップを発揮さ
れまして、今年度を力強く前進させておられるというところを見
させていただきまして、いろんな矜持や刺激も受けてまいりまし
た。本日、こうしてこの場に立ちますと、いよいよ自分たちの年
度がスタートする、会長としての実務がスタートするのだと思っ
て、今大変緊張しているところでございます。いずれにしても、
皆さまにはいろいろと大変なお仕事、役割をお願いすることに
なるかと思いますけれども、ロータリーの友情に免じ、また寛
大・寛容の心を持って、何卒ご協力いただければと思っており
ます。西ロータリークラブの歴史と伝統を汚すことのないよう、
一生懸命努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願
いいたします。

次々年度会長

鈴木

浩司 さん

60年を超える西ロータリークラブの、3年後の会長に皆さ
まからご指名をいただきました。私自身20年近くロータリー生
活を送っておりますが、これまでのロータリー生活を深く反省
し、なんとか3年間で更 生できるような形で、会長就任時に
は、今よりまともなロータリアンになって皆さまと共に活動して
いきたいと思っております。長い歴史の中でロータリーが求めら

ネルソン君が来て、約4カ月も経ちますので、その近況を
お話させていただきたいと思います。ネルソン・ケーシー・ヘ
ルナンデスというフルネームで、ブラジルの首都サンパウロか
ら約400キロ離れた、第2の都市クリチーバからやって来まし
た。クリチーバという町は、170万人ぐらいの大きな都市で、
日本人もサンパウロより多い都市だそうです。
クリチーバからサンパウロ、サンパウロからニューヨーク、
ニューヨークから成田、成田からバスで羽田、羽田から山形
と36時間たった1人で山形に来ました。遠いところからよく来
たと思っております。8月20日に山形空港に着き、空港には会
長、五十嵐さん、そして関係しているロータリアンの方々が迎
えに行きました。そのときのネルソン君の顔は、かなり緊張し
ておりました。今は、私の会社、自宅、家族にやっと慣れた
ように思います。
いろんなところで日本語の勉強を、一生懸命やってるようで
すけれども、なかなか英語と日本語を両方話せる高校の友だ
ち、生徒が少ないようで、先生もつきっきりで教えることがで
きないようでございます。ロータリーでも、席を変えながら日
本語で話をしていただいて、なるべく早く日本語を分かってく
れたらと思っております。
実は女房が英会話教室をやっておりまして、アメリカ人の講
師ジャネットさんにいろいろな問題を相談しております。そして
ジャネットさんが和太鼓を習っておりますので、一緒にネルソ
ン君も和太鼓を叩いております。来年の2月には発表会がある
ので、もし皆さんの時間等があれば、見ていただければと思
います。
私の女房はネルソン君を子ども、もしくは孫みたいな感じで
接しておりまして、いろんな経験させていただいたことに、西
ロータリークラブさんに感謝をしております。
休みには、蔵王温泉、鮎茶屋などに連れて行きましたし、
先日は、ジャネットさんと東京へ行ってきました。日本の生活
習慣にはまだ、迷うこともあるようですが、これからもいろん
なところに連れて行きたいと思います。
ネルソン君のお母さんは「たいへんいい西クラブにお世話に
なっているんだね」ということを、ジャネットさんを通して連絡
が来ております。1年、このすぐあと1カ月ぐらいで長沢先生の
ところにお邪魔するようになりますけれど、ぜひひとつ、暇な
ときは連れて行っていただければありがたいなと思います。
佐藤英一さんにお任せしている地区ロータリーのほうは、
本当に楽しくやっているようです。友だちもでき、昨日の日曜
日は遊びに行ってきたようです。そんなことで、山形をエン
ジョイしていただければ大変ありがたいと思いますし、西クラ
ブの会員の皆さんも機会がありましたら、連れ回していただけ
ればと思います。
あと半年あるわけですから、よろしくご支援いただければ
と思っております。

＜本日出席・修正出席＞
会員総数

出席会員数

本日出席（12/11）

101名

76名

メークアップ
された会員

（山形東）長岡

壽一

修正出席（11/27）

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

101名

89名

87名

97.75％

