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点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 石原 安 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」
お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員

横浜本牧 RC　久本 弥 様
横浜本牧 RC　古家 豊 様
川野会員のゲスト　織戸 四郎 様
米山奨学生　凌 飛 君

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 6 名） 出席率 73.08%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 8 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 81.13%
欠席者

花田君 波木井君 濱田君 甲田君 小林（政）君 
貝田君 上山君 三浦君 松波君 溝淵君 
松山君 松下君 茂木君 三平君 征木君 
野口（隆）君　大部君 重田君 関君 谷口君

2016 ～ 17 年度 出席率 100％以上
市川君 吉岡君 石井君 岡本君 戸川君 
川野君 松波君 峯岸君 大塚君 横山君 
米山君 洪君 クルーズ君 朝山君 金子君 
柳澤君 生垣君 齊木君 谷口君 帯谷君
野口（隆）君

奨学金の贈呈 凌 飛 君
大塚会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行われました。

お祝い 峯岸 雅宏 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
岡本 徳彌 会員　石原 安 会員　柾木 永一郎 会員　
 ●ご夫人誕生日
生垣 悦子 様　小泉 順子 様　世良 和子 様　
谷口 雅子 様　波木井 優子 様　重田 伸枝 様
濱田 まや 様
 ●結婚記念日
柳澤 信夫 会員　生垣 繁 会員　野口 哲志 会員　
若林 潤 会員　佐久間 馨 会員　クルーズ 由美子 会員
山川 哲史 会員　石坂 想 会員
 ●入会記念日
市川 清 会員　石井 弘 会員　渡邊 敏久 会員　
花田 薫 会員　小泉 昌彦 会員　米山 元章 会員　
帯谷 昌充 会員　関 孝篤 会員　山川 哲史 会員
松下 幸夫 会員　茂木 常夫 会員　色摩 和恵 会員
 ●年間出席率 100％以上
吉岡 憲士 会員　川野 正久 会員　柳澤 信夫 会員　
朝山 浩 会員　クルーズ 由美子 会員　

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信

①地区大会記念チャリティゴルフ大会にご参加の方へ、
　礼状と成績表が届きました。
　当日の参加者：132 名
　被災地支援チャリティボックス：316,500 円
　※優勝：大塚正一会長	ベストグロス：佐久間馨会員	　
　いずれも 2年連続！
② RLI パートⅢ開催のご案内
　日時：11月 26日（日）8：30～ 16：30
　会場：聖光学院中学高等学校
③ロータリーレート変更のお知らせ
　2017 年 11 月より、１ドル＝ 114 円に変更
　（10月は１ドル＝ 112 円）

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎高津 RC
11 月 9日⇒ 11日（土）移動例会	地区大会参加
11月 23日（木 ･祝）休会
11月 30日（木）	 第 5週	例会なし

●川崎中 RC
11 月 14 日⇒ 11日（土）	 地区大会参加
11月 21日（火）	 休会
12月 12日（火）	 年忘れ家族会　
会場：崎陽軒 5階	マンダリン　点鐘 17：30
12 月 19 日（火）休会



●川崎とどろき RC
11 月 20 日（月）	 休会
12月 11日（月）	 年忘れ家族会　
会場：クイーン・アリスガーデンテラス日吉
12月 18日（月）休会

●川崎百合丘 RC
12 月 26 日（火）休会	

委員会報告   
プログラム委員会 クルーズ 由美子 委員長
先週の卓話者	原田	様より、モリンガ茶の寄付金・卓話謝礼で、
「学生 1名をカレッジに通わせることができました」と御礼の
メールをいただきました。
指名委員会 洪 征治 座長
次期理事・役員候補者（一部既決者あり）
会長：佐久間	馨	君、副会長：貝田	洋	君
理事：戸川	俊雄	君　柾木	永一郎君　石坂	想	君
　　　妻鹿	琢生	君　大塚	正一	君（無任所）
幹事：相良	久征	君
会計：石原安	君
2019～ 20年度会長　朝山	浩	君
地区 RYLA 委員会 横山 芳春 会員
第34回ロータリー青少年指導養成プログラム
日時：2018年 2月 17日（土）～18（日）
会場：横浜市野島青少年研修センター
※各クラブ 1名以上の参加を目標としていますので、皆様の
ご理解とご協力のほど、お願いいたします。

卓話   
入会卓話 妻鹿 琢生 会員

私の名前は、よく四字熟語みたいな
名前だといわれます。まず「妻鹿」
という苗字ですが、姫路市の地名と
してあり、妻鹿城があります。妻鹿
城は、天正元年（1573 年）に黒田
職隆が築城し、天正 8年に中国攻
めのために子・黒田官兵衛が姫路城
を秀吉に譲り、妻鹿城に移ったとい

われています。苗字もかわっていますが、下の名前が「琢生」と、
またかわっています。よく、石川啄木の「啄」ですかと聞か
れたり、たまに「豚」と間違えられたりします。

生い立ちは、昭和 51 年 8 月に、世田谷区深沢の社宅で生ま
れました。家族は父と母、2歳下の弟がいます。今は、結婚
して去年、男の子が生まれ、3人家族です。

大学卒業後に、住友銀行の最終面接を断り、司法浪人となり
ました。その後、塾の講師などをしながらようやく 2008 年
に司法試験に合格しました。2012 年にはパートナー弁護士に
なり、現在では川崎区役所ビルにある川崎ひかり法律事務所
に勤務しています。

弁護士をしていると、「専門は何ですか」などとよく聞かれ
ますが、極力「何でもやります」と答えないようにしていま
す。基本的には、一部の分野に特化していて、不動産、駐車場、

介護施設、ウェディング、飲食店、人材派遣などの中小企業
顧問業務をしています。その他にも、親族問題（離婚、相続）、
損害賠償請求（交通事故など）、犯罪被害者支援などもやって
います。どちらかというと、被害者側に立つ場合が多いです。
最近では、裁判所からの依頼も増えていて、破産管財、成年
後見などがあります。私個人の信条としては、粘り強く、家
族や仲間を大事に、つらくなったら司法浪人時代を思い出す
ことなどでしょうか。

よく聞かれますが、なぜ職場が川崎区なのに川崎北 RCに入っ
たのかというと、ある方の紹介で戸川さんに出会い、誘って
いただきました。また、将来的には武蔵小杉で独立しようと
思っています。今現在、物件を探しています。武蔵小杉で頑張っ
ていくつもりなので、これからも、よろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 朝山  浩 副会場監督
横浜本牧 RC 久本 弥 様

川崎北 RC の皆様こんにちは。日頃よりクラーク記念国
際高等学校 横浜青葉キャンパス IAC へのご支援、いつ
もありがとうございます。本日は、お世話になります。
よろしくお願いいたします。

横浜本牧 RC 古家 豊 様
本日はメークアップに参りました。よろしくお願いいた
します。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
妻鹿会員、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。

妻鹿 琢生 君
入会から 1 年が経ちました。本日入会卓話のお時間をいた
だきます。まずは少しでも皆様に私を知っていただければ
と思っています。よろしくお願いします。

川野 正久 君
妻鹿会員の卓話、楽しみにしております。織戸君、よう
こそ、大歓迎です。古家君、久本君、ようこそ。

世良 俊昭 君
長期欠席してしまいました。申し訳ありません。妻鹿さ
ん、入会卓話、楽しみにしています。

横山 芳春 君、色摩 和恵 君
地区インターアクト委員長 久本様、本日はお越しいただき
ありがとうございます。

戸川 俊雄 君、金子 房一 君、宮崎 秀樹 君、北村 善市 君、
洪 征治 君、佐久間 馨 君

妻鹿さん、入会卓話おめでとう。楽しみです。
横山 芳春 君、クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君

妻鹿会員、入会卓話、よろしくお願いいたします。
親睦委員会：相良 久征 君、小林 美和 君、石坂 想 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

妻鹿会員、入会卓話、楽しみにしています。




