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「「おいしい」を守ることは、


自然を守ること」
大野あさり
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設立
◆浜毛保漁業協同組合
1949（昭和24）年に設立。広さ（8.8ha）の大野
瀬戸の漁場を「区割り漁法」と「手掘り」という
方法であさりを育てながら収穫しています。
◆「区割り漁法」とは
きれいな干潟が美味しさの秘密
大野地域では、漁場を区画ごとに組合員が管理
する「区割り制」がとられ、それを自分の磯とい
う意識で皆がより大事にし、きれいにしておかな
いと隣人に迷惑をかけてしまうという気持ちで、
組合員同士協力で干潟がきれいに保たれているの
だと思う。
絶滅の危機
昭和51年前潟漁場（8.8ha）あさり大量死。原因
不明。

誕生祝

卓

2020年

浜毛保漁業協同組合

代表理事組合長

山形

昇

様

大野あさりとは
大野瀬戸は永慶寺川等の河川や宮
島弥山からの渓流によって栄養豊富
な水が流れ込んでいる。天然の干潟
で育んだ「大野あさり」は身質が肉
厚で風味が良く、古くから大野の特
産物としてその名が知られている。
歴史（文献《内海区水産研究所》）
組合結成以前、大野浜漁業組合が正式に認可さ
れたのは、明治33年11月６日のようである。これ
以前に見られるあさり養殖場の管理については不
明の点が多いが、大体「口開け」日が定まっており、
一種の禁漁期が設定されていた。当期は鑑札制度
の実施が行われていたもよう。
漁業協同組合より各個人に貸付けられたもので
あって、貸付料は昭和25年度で年間150円である。
その中100円は漁業権税に、50円は賦課金にそれぞ
れ利用されていた。
本養殖場の特色の１つは他から年々種苗を移植
することであった。種苗は共同購入する場合と、
自家種苗による場合とに区別することができた。
共同購入と言っても多くは仲買人の手によって行
われるもので、主として広島市江波町地先よりの
ものであった。自家種苗は多く対岸の宮地産であっ
た。

瀬戸内海の移り変わり
1960年代～ 1970年代
高度経済成長がもたらした弊害
１）公害問題
成長期人口の集中による生活排水、重工業の産
業排水による水質の汚濁・悪化が急激に進み、内
海にはヘドロが堆積し油臭い海に。
２）砂浜、干潟、浅場藻場の消失
埋立が急激に進み、自然海岸線６割が消失。直
立護岸となり、水質浄化に重要な役割を担う二枚
貝やゴカイの住処となる。干潟や浅場、また魚介
類の生産の場として重要な藻場が失われる。
1970年代～ 1990年代
水質汚染汚濁防止法や環境保護特別措置法
３）きれいな海を取り戻そうと
全組合員の干潟を守るという意識が、現在の大
野あさりの原点である。
2000年代～現代
規制で豊かな海は戻ったのか
豊かな森で育まれた栄養分が川を通じ海に。不
可欠な栄養分や砂が止まることなくもたらされる
海です。
多様な生物が生き生きと生きる海。
○取り組んできた事
（１）多くの産地県、広島県東部地域、漁獲高減少、
増殖対応、改善策の取り組み、多面的な水産発
揮事として、前潟干潟研究会、育成調査
（２）干潟を守ろう、組合員を大切に……前年の研
究会の活動に積極的に参加を要請
（３）全国的に低迷している中、当組合は生産回復
への見通しが見え始めた。研究会の活動は、育
成・増殖の大きな成果。
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2020年９・10月号
（４）地道な手入れと積み重ねは大野あさりを復活
し、瀬戸内海唯一の生産地として県内外から評
価され、全国から注目され視察が絶えない。
○農林水産大臣登録証～取得
地理的表示（G1）保護制度89号
○地理的表示（GI）保護制度登録
農林水産省が地域の農林水産物など知的財産と
して、生産地・品質の基準とともに登録するGIに
大野あさりが登録されました。厳しい審査項目の
中、生産地の地理的条件、漁業の長い歴史、特産
品として魅力の強さなどが評価され、あさりの登
録では全国初。
○登録までの道のり
平成29年６月18日 NHK「うまいッ！」で『大
野あさり』が特集される（浜毛保での取材）

第1054回 広島サンプラザ

会長時間

理事会報告
卓

勝

話

「相続・遺言のはなし」
髙尾

昌二

会員

相続とは
相続の開始

～相続・遺言のはなし～
令和2年10月12日
広島廿日市ロータリークラブ 卓話

相続財産について
相続財産

相続とは
法定相続分

資産 （プラスの財産）
不動産、現金、預貯金、有価証
券など

負債 （マイナスの財産）
借金、連帯保証債務など

祭祀財産

ある人【被相続人】の死亡によって、その人
が持っていた財産や権利・義務、法的地位
などを家族などの特定の人【相続人】がすべ
て引き継ぐことです。

先祖を祀るための財産

配偶者 ２分の１

直系卑属（子） ２分の１

配偶者 ３分の２

直系尊属（親） ３分の１

配偶者 ４分の３

兄弟姉妹

４分の１

墓地、お墓、仏壇、位牌等

遺産分割協議書

法定相続分と異なる割合で相続するには・・・

第1053回 広島サンプラザ

今川

副会長

↓

平成29年６月21日	農水省より、GI取得の薦めがある
何故国に認められたのか
↓
平成30年３月28日 申請 ～番号第173号 ４月２日
令和元年８月８日	国の事務審査を通過
～事務・入荷・販売
令和元年12月３日	委 員審査を通過 組合員にルール
を周知
令和元年12月10日 GI登録
〇コロナ対策
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の協力に
ついて
あさりの出荷減量について
全組合員に周知

2020年10月12日

被相続人 ○○○○（平成○○年○○月○○日死亡）
最後の本籍 △△市△区△△一丁目△番
最後の住所 △△市△区△△三丁目△番△号

2020年10月５日

前記、被相続人の死亡によって開始した相続について、
共同相続人全員は、下記のとおり遺産分割協議をした。

相続人全員が合意をすることが必要

記

これを「遺産分割協議」といいます

１．相続人●●●●は、下記の財産を相続する。
所在：△△市△区△△三丁目
地番：○○番○
地目：宅地
地積：００.００平方メートル

会長時間

（略）

会長

松本

猛

２．相続人△△△△は、下記の財産を相続する。

遺産分割がスムーズにいかない例

○○銀行 △△支店 普通 口座番号 0000000000
金0000000円

単独で遺産分割協議を
行うことが不可

（略）
以上の協議が成立したことを証するため、共同相続人全
員は署名（記名）、押印する。
平成○○年△△月△△日
○○市○○区○○一丁目○○番○○号
●●●●
○○市△△区○○五丁目○○番○○号
△△△△

㊞
㊞

○○市○○区▲▲三丁目○○番○○号
○○▲子

㊞

判断能力が低下
相続人全員が
実印で 押印し、
印鑑証明書を
添付する必要
があります

遺言のススメ

卓

所在が分からな
い・・・

不在者財産管理人の選任
が必要

遺言のススメ

死亡

誕生祝

成年後見制度の
利用が必要

遺言があると・・・

米山奨学金授与

話

「第 2710 地区 脇正典ガバナー

ビデオメッセージ」

登記申請

預貯金解約

遺産分割協議を行わなくても相続手続が可能！

遺言があると・・・
・戸籍謄本等の取得が最小限で良い
・遺産分割協議が不要
・公正証書の場合、検認手続が不要
・手続きを先行して進めることができる

遺言の種類
•公正証書遺言
•自筆証書遺言
•秘密証書遺言

円滑な相続手続が可能に！

遺言をおすすめするのは…
・子どもがいない方で兄弟姉妹が相続人になる場合

遺留分減殺請求権
遺言があったとしても・・・

→相続人が多数になり、手続きが大変

・内縁の夫婦の場合
→内縁の夫や妻は相続人ではない

・その財産を引き継いでほしい人がいる
→遺産分割では、相続人全員の合意が必要となる
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・法定相続分の２分の１については、遺留分が認め
られている（兄弟姉妹を除く） ※ 直系尊属のみが相続人の場合は３分の１
・遺留分減殺請求権の行使によって遺留分侵害額
に相当する金銭債権が生ずる

No.427

遺留分減殺請求権
遺言作成にあたっての注意事項

・遺留分を侵害しない分配方法を考える。
・法律的な文書にとどめない。付言事項の活用。
・家族とのコミュニケーションを重視する
・遺言は未来へつなぐ自己の意思

民法（相続法）改正等でなにが変わった？

民法（相続法）改正等でなにが変わった？
・配偶者居住権の新設（令和2年4月１日から）
→遺産分割協議や遺言等で、配偶者が終身又は一定の期間、その建物
に無償で住み続けることができる

・預貯金の払戻し制度の創設（令和元年7月１日から）
→遺産分割前でも、一定の範囲内で預貯金の払戻しができる

・自筆証書遺言の方式緩和（平成３１年１月１３日から）
→自筆証書遺言でも、パソコンで作った財産目録を添付できる。
ただし、条件あり。

広島司法書士会 相続・遺言相談センター

・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設（令和2年7月10日
から）

◆電話相談 月～金 １２時～１５時

→自筆証書遺言でも、家庭裁判所の検認が不要

電 話 082-511-7196

・特別の寄与の制度の創設（令和元年7月1日から）
→相続人でない親族でも、被相続人の療養看護等を行った場合には、
相続人に対して金銭の請求をできる

◆面談相談 (要予約

電話予約 082-511-7196）

月曜日
火、木、金 曜日
第２，４土曜日

第1055回 広島サンプラザ

１４時～１７時
１８時～２０時
１０時～１２時

2020年10月19日

会長時間
会長

卓

松本

猛

話

類です。この素材を使用すると避難場所に運びや
すい、また軽いので組み立てやすく介護室、授乳
室、着替え室、もちろんトイレ室にも組立自在で
す。あとは私以外の人がどのように思うか聞いて
みたいと思い調べていたら佐伯区楽々園で避難訓
練があると聞いて確認してみるとぜひ参加してく
ださいと返事をもらい商品を展示させてもらいま
した。思ったよりも大勢の人が参加されてNHKの
取材班も来ていました。
参加された人の声としてこのようなパーテイ
ションがあればお母さんを介護しているので安心
ですと言われていました。若いお母さんは安心し
て子供を連れて来られます、などと意見がありあ
りがたいことでした。あとは訓練でなく実績です
がもちろん使用することがないほうがよいに決
まっています。これからも避難するようなことが
ないように祈りながら、ロータリアンとして奉仕
の心で活動をしていきますのでよろしくお願いし
ます。ありがとうございました。
第1056回 宮島口旅客ターミナル

2020年10月26日

職場訪問例会

「パーテイション」
佐伯

敬男

会員

今回のテーマはパーテイションと
いうことで皆さんもよくご存じだと
思いますが、やはり近年から近日に
至る全国の災害などを目のあたりに
した時にロータリアンの一人として
何か役に立つことはないかと、思い
ながら報道番組を見ていると番組の
中で老人施設の声として避難場所には行きたくな
い、との意見がありましたと報じていました。ま
た体験者の話として女性の人達もあまり行きたく
ないとの意見があったそうです。なぜそのような
意見になるのか考えてみましたが、考えるよりも
防災訓練にまず参加してみようと思っていたらタ
イミングよく機会があり参加しました。参加して
みると段ボールのパーテイション、ベット、テン
ト式のパーテイション等、また簡易式トイレも出
ていました、その中で私は多数の意見を聞くこと
ができて大変に参考になりました。又参加された
ご婦人の中には、お年寄りを介護しているお母さ
んもおられて連れ来てもその場所がない、また乳
幼児を連れたお母さんが、安心して母乳を飲ませ
る場所があるといいですね、との話もありその他
多数の意見もありましたが、私なりに三点にまと
めてみました。
一つ目は高齢者及び介護の必要な人の為に介護
室が必要です。
二つ目は授乳室及び、着替え室が必要です。
三つ目は診察室です。当然ながらトイレの部屋
も必要です。
このように考えていくとやはり女性の目線に
立って考えていかないと避難場所に安心して来て
もらえないと思いました。
ここで私はこの三点をクリアするために私と常
務が試作を繰り返しながら完成したのが今回の商
品です。素材は皆さんよくご存じのプラスチック
段ボールです。パネル厚みは５mmと10mmの２種

創立 25 周年記念事業

宮島口旅客ターミナルへ
木製ユニット家具寄贈
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2020年９・10月号
てきた本来、今年の４月28日から５月３日まで開
催する予定の個展は、新型コロナの蔓延により延
期となってしまい、７月28日から８月２日まで無
事に再開しました。コロナ対策をしっかりやりな
がら沢山の方々と交流することが出来ました。
広島でほぼ５年が経ち、この長い間で自分の心
境は留学生という立場から国籍と関係なく日本を
中心に活動しているアーティストの立場に徐々に
変化し、それによって留学生のない悩みやストレ
スも同時に感じました。今年は広島での二回目の
個展でした、一回目の個展は2018年にギャラリー
Gと市役所による「広島アートスポット」というプ
ロジェクトに参加、外国人のアーティストとして
旧日本銀行広島支店で初個展「光に向かって」を
開催しました。その頃は留学生の立場で頑張りま
したが、今回の個展「別の世界」は留学生の立場
ではなく、日本に生活しているアーティストとし
てのある意味の“初個展”だと思っています。美
術に関する就職は非常に難しいですから不安もあ
りますが、困難を超えて成功したいと思います。

2020 年米山研修旅行報告
米山奨学生

西広島タイムズ2020年10月２日付

活動報告

水保全活動

御手洗川清掃

2020 年 10 月４日

米山奨学生レポート
米山奨学生

王

子駿

現在、私は広島市立大学大学院・芸術研究科の
博士後期課程で美術を研究しています。美術作品
という媒体を通して、
「見る、感じる、考える、表す、
伝える」という５つの段階で、美術は文化と共に
進化しつつ、精神価値を重ずる豊かな社会に構築
するための学問であります。ロータリー米山記念
奨学生として、これから自分の専門を推進しなが
ら、美術を通して国際文化交流を続けたいと思っ
ています。
美術を学び、最終的には自分の作品を通して自
分の世界観や思想を観者に伝えるため、展覧会を
開催することです。その中に最も難しい展覧会は
自分の個展だと思います。個展はアートスペース
に埋めるために大量な作品が必要となり、観客に
自分を持っているものをしっかり伝えられる作品
でなければ個展と言えません。長い間の準備をし
4
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王

子駿（広島市立大学）

2020年８月20日から８月21日までロータリー米
山研修旅行を行いました。今回の研修旅行は万全
なコロナ対策の中で皆様とお顔を合わせていまし
た。とてもドキドキしながら嬉しかったです。新
型コロナの影響の中で、いつもの研修旅行より貴
重な時間となっていたことを感じました。博士後
期課程の私は研究と制作に没頭して、ほとんどの
間に留学生と長いコミュニケーションはなかった
です。コミュニケーションは大事だと思いながら、
する余裕がないと考えてしまいました。お別れを
知っていて繋がりを作ることは無駄だと思うこと
が長年に日本で滞在している間、何度も友達が帰
国したり卒業したりするためお別れしなければな
らないと体験してきたせいかもしれません。
しかし、今回の研修旅行によって、私の考え方
が変わりました。ロータリー米山の奨学生の皆様
は日本への思いが深く感じました。これから生き
ていく人生の中で、例え日本を離れてもきっと、
日本と母国のため何かを目指して努力すると思い
ます。そして、彼らはロータリー米山奨学生とし
て私と繋がっていると考えるとその寂しさが消え
ました。彼らの中で博士まで進学し、長年日本に
滞在していた奨学生も私と同じような考えを持つ
人が少なくないと感じました。最初は遠慮してい
て、距離を保ちながら交流していたが、周りの皆
様は自分と同じく、これから日本で仕事をする、
或いは母国で日本の架け橋となる仕事をすること
が分かって、とても嬉しく思いながら、相手のこ
とをもっと理解したくなり、自然に声をかけてい
ました。今回の研修旅
行で沢山の友達が出来
ました。彼らといつか
力を合わせて、国と国、
人と人、心と心の架け
橋になり、文化や経済、
そして平和のために力
になれば幸いです。

