前回の事例

さて︑実際に借用書を作成するの

所での争いになったとしても債務者
この様にして通常借用書は１通作成

りあません︒そうすると印鑑の種類
結論を申し上げますと︑不動産名
します︒そして債権者となる皆様が

に重くのしかかってくるはずです︒

ておりません︒借用書に決めないと
義の変更等︑法律が手続上特別に要
原本を保持し︑債務者たる親友には︑

は︑何でも良いことになります︒

いと突然自宅にやって来た︒
いけないことを文章で表しても良い
求している場合は別として︑一般的

ですが︑書式というものは特に決まっ

﹁実は○○という事情でどうしても
ですし︑箇条書きに書いていただい

ある日︑親友が相談に乗って欲し

お金が必要になった︒お金を５００
重みの差異はありません︒認印も実

更に借用証書に法的に特別な効力

成のお話です︒

ここまでが︑私文書での借用書作

コピーを渡すことになります︒

ただ︑いくつかある決め事を抜け
印も同じ重みを持ちます︒逆説的に

な文章では︑印鑑の種類によっての

が明日には︑そのお金が必要なので
目なく作成するためには︑例えば文
申し上げますと︑認印だからといっ

ても結構です︒

今日貸して欲しい︒このお金は︑絶
具店で売っている書式を利用して︑
て安易に書類に押印することは︑大

万円貸して欲しい︒急で申し訳ない

対に返す信用してくれ︒頼む︒﹂
その書式に必要事項を記入していく
を与えることができるのが︑公正証
次回は︑色々と便利な公正証書のお

書で借用書を作成する方法です︒
さて︑今回のケースでは︑債務者

変危険なことになります︒

もパソコンによるワープロ打ちでも
構いません︒

-

話をさせていただこうと思います︒

ましょうか？

全ての項目を書き入れた借用書が
できれば︑債務者たる親友に自署捺

Ｌ＆Ｐ司法書士法人
-

たる親友にどの印鑑を押印して貰い

方法もあります︒文書は︑手書きで

親 友にお金を貸 して欲し
②
法律上︑印鑑の種類は問わないとい

-

神戸 市中 央区 明石 町

-

日本の社会通念上︑書類に自署し

私たちの今の時代は先に生きた人

そんな時代だからこそ︑中世と言

秋晴れの 月 日︑西脇カントリー

スしていただきました︒また︑ラウ
ンド終了後の会食ではゴルフ談義に
盛り上がり︑新たな仲間と知り合う
場として利用いただいております︒
ゴルフは年齢に関係なく楽しめる
スポーツです︒初心者も︑ベテラン

4

い と言 わ れた と き︑ あ なた
はどうされますか？
印をしてもらいます︒

神 戸事 務所

-

大阪事務所大阪市北区梅田

知識をお持ちいただきつつ︑今回は︑

-

うことを申し上げましたのが︑皆様

ここで自署をしてもらうことは良
印鑑を押印して貰うか迷われる方が
是非親友に実印を押印して貰って︑

は認印でも安易な押印は危険という

と矢継ぎ早に話し︑あなたの目の前
いらっしゃいます︒ところが︑借用

いとして︑実印・拇印・認印等どの
で手を合わせて合掌︒

ただ︑民事訴訟法という民事裁判
実印を押印するということは︑非常

かつ印影確認のため印鑑証明書を提

を司る法律のなかで︑私文書に﹁本
に重要な行為です︒その行為を行う

書に押印すべき印鑑の種類について

ことになりました︒そして︑後日の
人の署名又は押印があるときは︑文
ことは︑債務者に心理的な圧迫を与

あなたは︑ねほりはほり事情を親友

ため借用書を作成することになり︑
書が真正に作成されたものであると
えることになります︒また︑実印を

出させてください︒

前回借用書で決めないといけないこ
推定する︒﹂という規定は存在しま
押印した事実は︑このケースが裁判

スも良く︑コースマネジメントも必

規定は存在しません︒

とをあなたは確認することができま
す︒ここでも印鑑の種類に特定はあ

もたらしたことは間違いのない歴史

から聞いて︑結局５００万円を貸す

した︒

過ぎた今日でも︑多くの人々を惹き

要な戦略性高いコースレイアウトと

スという中世の一時代の３百年ほど

の歴史を受け継いでいる︒しかし人

れまでの時代から一転して︑見たい︑

う不自由さを強いられていた時代に

なっており︑参加者の皆さんも楽し

であります︒
それからの５百年余世界的な戦争
に明け暮れる時代があり大きな犠牲
者を代償としたのち現代のほぼ平和

の間にそれぞれの分野で活躍し大輪

は平和でのどかな日々が続くとそれ

な時代を得たのです︒

の花を咲かせた人たちであったので

が日常化しずっとそんなそんな時代
が以前から続いていたような錯覚に

知りたい︑解りたいという人間的な

ルネッサンスの人間の良い方の本質

陥りやすい︒

エネルギーに目覚め︑そのあくこと

人々が宗教的な戒律の厳しかったそ

ルネッサンスという時代は当時の

す︒

あったにせよ︑いずれもルネッサン

これらの人々は時代の差は少しは

人々を集めるのでしょう︒

ているからそれぞれの催しに多くの

つけて止まない要素をたくさん備え

新春によせて
協同組合阪神商工共済会
理事長 笹部 藤和

まれていました︒今回初めて参加い

先にあげた有名な芸術家たちはこ

から出た探究の気持ちを経済以外の

が︑レオナルド・

の時代に咲いた大輪の花だとすれば︑

なき探究心がこのルネッサンス精神

ダ・ビンチ︵絵

その時代から続く大航海時代︵コロ

ただいた方々には︑コンペ常連のベ

画建築 モナリ

分野でも︑もっと振り返り人々の満

ザの微笑︶︑ミケランジェロ︵彫刻・

ンブス 新
-大陸発見 アメリゴ ア-メ

の根源なのです︒

建築︶︑ラファエロ︵絵画 三美神︶︑

リカ大陸発見 バスコ・ダ・ガマ マゼラン世界一周︶それは人々が未だ

いきなりです

さらにシェイクスピア︵文学 ハム

見たこともない新天地を求めてそれ

クラブにおいて総勢 名により第

の方々も次回はぜひお誘いあわせの

テラン参加者により︑スイングやゴ

レット︶︑エルグレコ︵絵画︶と並

を探し当てるための技術を開拓しそ

回コアラ会ゴルフコンペを開催いた

うえご参加ください︒

足度を高めたいものです︒

べれば︑昨年も大阪市内で行われた

のことが先住の民族と摩擦を起こす

しました︒コンペ初開催となった西

第 回コアラ会成績

6

8

ルフマナーを優しく丁寧にアドバイ

秋の美術展や︑芸術祭の題目として

という負の遺産が生じるものであっ

脇カントリークラブは︑メンテナン

第 回
コアラ会ゴルフコンペ

目にされた方も多いと思います︒

ても︑人類にとっては大きな進歩を

この著名な芸術家たちは何世紀も

12

11
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位 田中 正司
ました︒

立︑今年創業四十五周年を迎えられ

でのれん分けを受け現在の場所で独
地域にも貢献されています︒

たパンダの大福餅を販売するなど︑

作りを指導︑女子生徒が考案製造し

位 幸 勝二 ︵幸鉄工所︶
位 寅本 輝幸︵寅本電設工業︶
また︑加入している向日市激辛商

位 笹部 藤和︵㈱エボシ製作所︶

尼崎信用金庫 主催﹁第二 回あま
し ん グリ ー ンプ レ ミア ム ﹂環 境
ア イ デア 賞 を︑ 共 済会 会 員の ㈱
ジ ェ イク ・ サポ ー ト＆ サ プラ イ
が受賞
尼崎信用金庫では環境改善に寄与
する地域の企業︵個人・法人・団体︶
の優れた︑技術や製品・工法・取組
みやアイデアにスポットを当て︑新
技術の開発や環境文化の創造に繋が
る事を願い﹁あましんグリーンプレ
ミアム﹂が創設され︑二回目の表彰
にあたり㈱ジェイク・サポート＆サ
プライが環境アイデア賞を受賞され
ました︒
の大田収社長は︑昨年宮崎県小林市

います︒

なイベントを通して全国に発信して

店街は各店舗激辛の商品を用意し様々

位 河越 稔 ︵㈲夢眠館トミヤ︶
ドラコン 大成 一正︵大伸塗工㈱︶
田中 正司
ニアピン 寅本 輝幸

東方
見聞録
同氏は︑鳴海餅の伝統を守る為︑
常に素材の品質にこだわり︑小豆は
後継者の次男の林 正幸氏は︑五
に㈱生駒を設立︑地域生産農家の耕

㈱ジェイク・サポート＆サプライ
軒隣りに進物用和菓子専門店として
作地と耕作労力を活用︑無農薬農産

丹波大納言小豆を使用し︑餅米は滋

京鳴海 篁 庵 を経営︑季節にあった
物栽培技術の確立と農産物の生産の

賀県甲賀産羽二重餅米を直接農家か
お祝いや催事に使われる上用万寿
和菓子を創作︑最高級和三盛を使用

取りまとめ︵農︶︑社会福祉法人陽

ら購入︒
並びに赤飯は︑小豆の渋を使用した
するなど︑素材にこだわり機械頼ら

気会︵共済会会員︶が現地に就労支

学生の職場体験の一環として和菓子

京都発のインターネットラジオＦ
ｍＧＩＧの神戸支局の開設を機に
︵協︶阪神商工共済会がラジオ番
組に参画
番組名
﹁右肩経営羅針盤﹂
放送時間 毎週日曜日
午前９時〜９時 分
再放送 毎週月曜日
午後１時〜１時 分

０７５ ９
-３１ ４-２２２

京都府向日市寺戸殿長

たかむらあん

天然着色で大変人気があります︒
ず一つ一つ丁寧に手作りで︑和菓子

援施設を設置︑知的・精神・身体に

鳴 海 餅

特に秋には︑羽二重餅米︑丹波大
の伝統を守って和菓子業界を広める

障害を持っている方々の力を結集し

一郎

林一郎氏は︑滋賀県甲賀市の出身
納言小豆︑ふんだんに入った丹波の
よう親子で頑張っておられます︒

林

で︑学校卒業後すぐ京都市左京区下
栗と三拍子そろった栗赤飯や栗餅は

一年お礼奉公の後︑堀川鳴海餅本店

残留農薬︑海洋汚染︑水道水︑食

代表者

鴨の鳴海餅で十年厳しい弟子修業し︑
絶品です︒昨年は林一郎氏が地元中

中京・関東へ販売する︵商︶システ
品添加物︑排気ガス等︑私たちはあ

アルミニウム︑ベリリウム︑ニッケ

肥満予防ダイエット神戸アカデミー

インターネットより http://www.
fm-gig.net/flash/live.html

・ Android
ユーザーの方

② スマートフォンからの場合

ネット放送が流れます︒

ページ中央の Enter
をクリック
開いたページ中央の﹁再生ボタ
ン﹂をクリックすればインター

fm-gig.net

インターネットより http://www.

① パソコンからの場合

イク・サポート＆サプライが関西・

て集出荷作業を行い︵工︶︑㈱ジェ

和菓子作りの基本や技術を修得され︑

ムを立上げ︑スタートいたしました︒
らゆる有害物質に取り囲まれて生活
し体内に取り込んでいます︒

今回︑産地づくりによる地域の活
性化と雇用の創出の実現︑農商工連
ら消費者の口に入るまで一本の線で
ルは６大有害ミネラルと言われ︑老

特に水銀︑ヒ素︑鉛︑カドミウム︑

結ぶことにより食の安全・安心を可
化を加速したり︑活性酸素を産生し

携三位一体のシステムを構築し種か

視化出来る提案が︑環境アイデァ賞
ガンや動脈硬化を発症させたり︑ホ
ルモンの働きを阻害したりします︒

として認められました︒
この受賞を契機に︑さらに国が推

しかし私たちの体にはその有害物

現代社会では︑インターネッ
トを通じ︑パソコンや携帯電
くのが日常となっているなか︑共済

話での情報収集やラジオの番組を聞

特に便秘の方は有害物質が排泄さ

や多業種の経営者の方々を招いて︑

会では実験的に番組を構成し︑共済

改善法

活きた情報の発信をして行きたいと

れずに腸壁より吸収されてしまいま

１．食物繊維の豊富な食物を摂る

願っています︒

会事業のＰＲや︑各分野のコンサル

２．動物性食品を摂りすぎない

聞いてください︒

是非一度 チャンネルを合わせて
３．良い水を多く
４．腹筋を鍛える

〜 リットル

岩盤 浴な どの 効果

しかしデトックスについて正確に

肥満予防健康管理士 岸 正幸

ます︒

︵聞き方︶ 誰でも簡単に操作出来

理解されている方は少ないのではな

することが多いと思います︒

いでしょうか︒簡単に言いますと︑

神戸市灘区土山町７ ３-７ ９
-０３
電話 ０７８︲８５８︲７３７４

解毒・体内浄化のことです︒

(1)

25

すので改善される事をお勧めします︒

％は髪︑爪で排泄されるのです︒

％は便︑ ％は尿︑３％は汗︑２

質を排泄する機能が備わっています︒

進する﹁農商工連携﹂の六次産業の
確立を期待します︒

の
デトックス
最近 テレビ や雑

30

30

(3) (2)

開いたページ中央の﹁ PLAY
﹂を
クリックすればインターネット

(1)

お気に入りに登録しておくと便
利です︒

放送が流れます︒

(2)

事務局だより

５．腸の流れに沿ってマッサージ

誌等 で腸 内洗 浄や

20

としてデトックスという言葉を耳に

2

﹁
﹂より﹁検索﹂⇒﹁ fm
App
Store
﹂⇒﹁ fmGIG for iPhone
﹂を
GIG
ダウンロード 無(料 )

・ i Phone
︑ iPad
ユーザーの方

(3)

ダウンロード後︑﹁ fm GIG
﹂の
アイコンをクリック︒

(1)

開いたページ中央のボタンをク
リックすればインターネット放

(2)

送が流れます︒

(3)
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