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第2778例会 平成 29 年 10 月 4 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「君が代」
「奉仕の理想」

出席報告 入来 武久 出席委員
会員数 58 名 出席 39 名 欠席 19 名

（対象外 6 名） 出席率 75.00%
前々回訂正 欠席 32 名 MAKE UP 15 名

（対象外 14 名） 訂正出席率 83.67%
欠席者

花田君 濱田君 石原君 甲田君 小林（政）君 
貝田君 小泉君 上山君 三浦君 溝淵君 
峯岸君 三平君 征木君 妻鹿君　　　世良君 
重田君 色摩君 藁科君 横山君

お祝い 谷口 一成 親睦委員長
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
吉岡 憲士 会員　若林 潤 会員　川野 正久 会員　
松波 登 会員　峯岸 雅宏 会員　松下 幸夫 会員　
山川 哲史 会員

 ●ご夫人誕生日
小澤 佳子 様　洪 貴子 様　小林 町子 様　
大塚 広江 様　花田 美莉 様
 ●結婚記念日
戸川 俊雄 会員　大部 哲也 会員　三平 憲志 会員　
洪 征治 会員　齊木 貴 会員　米山 元章 会員　
石原 安 会員
 ●入会記念日
吉岡 憲士 会員　甲田 博康 会員　星野 博 会員　
川野 正久 会員　柳澤 信夫 会員　佐久間 馨 会員　
朝山 浩 会員　クルーズ 由美子 会員　小林 美和 会員
妻鹿 琢生 会員

会長報告 大塚 正一 会長
2017 ～ 18 年度ロータリー財団「グローバル補助金」
対象、人道的プロジェクト提案に関する資料が届きま
した。関連委員会と協議させていただきます。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信

①インターアクト年次大会開催のご案内
　日時：12 月 17 日（日）9：30 ～ 17：00
　場所：桐光学園中学・高等学校
②ロータリーレート変更のお知らせ
　2017 年 10 月より　1 ドル ＝ 112 円に変更
　（9 月は 1 ドル ＝ 109 円）

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC

10 月 16 日（月）⇒ 17 日（火）
川崎中 RC45 周年記念式典へ出席 ホテル精養軒
点鐘 15：00

●新川崎 RC
10 月 11 日（水）川崎グランドボール
親睦ボーリング大会後、例会、点鐘 18：30
10 月 25 日（水）開会点鐘 18：30 ⇒ 18：00 に変更
11 月 15 日（水）⇒ 11 日（土）移動例会地区大会参加
11 月 29 日（水）休会

●川崎中 RC
10 月 17 日（火）創立 45 周年記念式典 
会場：ホテル精養軒　点鐘 15：00
10 月 24 日（火）夜間例会 ホテル精養軒　点鐘 18：00
10 月 31 日（火）休会



●川崎大師 RC
10 月 18 日（水）職場訪問移動例会 
キングスカイフロント見学

（環境総合研究所・ナノ医療イノベーションセンター）
●横浜本牧 RC

10 月 19 日（木）休会
10 月 21 日（土）～ 10 月 22 日（日）移動例会 

　富岡製糸場見学・親睦旅行
10 月 26 日（木）夜間例会 KKR ポートヒル横浜

　点鐘 19：00
●川崎西北 RC

10 月 26 日（木）夜間例会 柏屋　点鐘 18：30
11 月 9 日（木）⇒ 11 日（土）地区大会参加
11 月 23 日（木・祝）休会 老人ホーム慰問コンサート

卓話   
入会卓話 石坂 想 会員

1979 年、 東 京 都 多 摩
市で生まれ、多摩ニュー
タウンで、高校卒業ま
で過ごしました。現在
の多摩市は少子化の影
響で、私が通った学校
はもう廃校でありませ

ん。川崎市と比べると衰退している様子で、たまに帰
ると閑散としたところになったなあと感じます。

家庭環境は、実家で商売をやっていたわけではなく、父
は当時は技術系の公務員、母は中学校の教師で、弟と
妹の 3 人兄弟です。比較的硬い感じの家庭で育ちました。
その後、大学、大学院を卒業して、弁護士になりました。
弁護士になって今年でちょうど 10 年になります。最初
は、厚木の事務所に 2 年ほど勤務して、今に至ってお
ります。2010 年 4 月 1 日に、私とパートナー弁護士 2
名で、こすぎ法律事務所を立ち上げ、今はアソシエイ
ト弁護士 2 名を含めた 5 名で法律事務所をしておりま
す。ロータリーに関しては、3 年ほど前までは、義理の
父に誘われて入会した新橋 RC におりました。その後退
会して、クルーズ会員、松下会員のお誘いを受け、当
クラブに入会いたしました。

弁護士をしていると、「専門は何ですか」とか「どんな
仕事をしてるんですか」とよく聞かれますが、トップク
ラスの弁護士でない限り、これといって専門はありま
せん。これはよく聞かれる質問なので、前に自身のホー
ムページ用に作ったものを紹介します。大きく分けてス
ピリチュアル弁護、生活保護授給者支援、その他通常
業務があります。スピリチュアル弁護は、寝たきりだっ
た依頼者が起き上がった、目の開かない依頼者が目を開
いた、などおもしろい話のネタになるようなことです
が、不思議なことが起きたので、それをアピールしたら
よいのではないかと、書いただけのもので、なんとな

く人に信用されるといったようなことを話のネタにし
ております。その他には、依頼者のところに相談に伺っ
ただけで、音信不通だった相手方と連絡がついた、と
いう話も何件かありました。

ここまでは冗談を交えての話ですが、実際には、生活
保護者に対する支援を目的とする法律家団体（弁護士・
司法書士などが所属）に加入しておりまして、生活保
護の申請などに関わったりもしております。これは、生
活としては成り立たないので、ロータリーでいえば奉
仕活動に当たるものだと思います。その中でも、2015
年には取消訴訟において川崎市に勝訴、実務上問題と
なることが多い点について指針となる画期的判決と評
価され、各種新聞に報道されました。これは割合的に
は少ない仕事で、基本的には相続、交通事故、契約審査、
債権回収、会社の支配権紛争・不正競争防止法などの
紛争案件を取り扱っております。

最後に、川崎北 RC に入って感じたことですが、前に在
籍していたロータリークラブと同じような感じかなと
思っていましたが、当クラブは、とても雰囲気がよく、
これも先輩方々が培ってきたものなのかなと思います。
これからも仕事を頑張って、ロータリーを続けていき
たいと思っております。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

石坂会員、本日の入会卓話、楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。

川野 正久 君、米山 元章 君
石坂会員、入会卓話、頑張ってください。

戸川 俊雄 君
石坂さん、入会卓話、よろしくお願いします。い
つも、いろいろありがとう。10 月 1 日で結婚 50
年になりました。

生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、入来 武久 君
石坂会員の入会卓話を祝して。

松波 登 君、横山 芳春 君、茂木 常夫 君、色摩 和恵 君
石坂会員、入会卓話、頑張ってください。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、
波木井 輝昭 君、松下 幸夫 君

石坂会員、入会卓話、楽しみにしております。よ
ろしくお願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、小林 美和 君、平野 和枝 君
石坂さん、本日の入会卓話よろしくお願いいたし
ます。楽しみにしています。


