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水戸西ロータリークラブ週報

お

9 月第 2 回例会プログラム
─基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間─

MITO-CITY Ibaraki-pref D.2820 Japan

知

ら

せ

水戸西ロータリークラブ
幹 事 郡 司 孝 夫

1．点鐘・開会

1．国際ロータリー事務局より９月のレートは、
１ドル＝ 106 円となりました。

2．ロータリーソング

2．クラブ管理運営委員会家庭集会が開催されます。
日 時 ９月 19 日（水）18：30
場 所 しまだ別邸「饗」
会 費 5,000 円
参加者 多田 久寿会員 鯨岡 則雄会員、
渡邉
忠会員 黒木 雅宏会員、
橋本 人志会員 上野 義幸会長
小林 裕明会員 薄井 保則会員
平戸 妙子会員 島田 俊男会長
郡司 孝夫幹事
以上 11 名

3．ビジター紹介
4．会

食

5．会 務 報 告
Ａ）出席報告
Ｃ）委員会報告

ニコニコBOX
Ｂ）
Ｄ）幹事報告

6．卓
話
─イニシエーションスピーチ─
「企業リスク対策」
小西 知会員
7．ロータリーソング
8．点鐘・閉会

3．会員増強プロジェクトチーム家庭集会が開催されます。
日 時 ９月 18 日（水）18：30
場 所 わさびの花
4．第３分区親睦ゴルフ大会が開催されます。
日 時 10 月 24 日（木）７：20 登録開始
場 所 静ヒルズカントリークラブ
参加費
5,000 円
プレイ費 10,800 円
締切日 ９月 23 日（月）
※ホストクラブとなりますので、お手伝いを
宜しくお願いいたします。

今週のカレンダー

9月第2週～第3週（9月11日～18日）

日 曜

六輝

例

11 水

友引 IM 実行委員会（於 しまだ本店）

12 木

先負

水

戸

東

13 金

仏滅

水

戸

南

14 土

大安

15 日

赤口

16 月

先勝

17 火

友引

18 水

先負 会員増強プロジェクトチーム家庭集会

第 2 例会

卓話

会・行

事

予

定

市内 RC 例会

イニシエーションスピーチ「企業リスク対策」小西

知会員

敬老の日

水

戸

第 3 例会 「奉仕プロジェクトの目指すところ」 金澤卓也奉仕プロジェクト委員長

水戸西ロータリークラブ
■例会場
■事務所
■ＵＲＬ

水戸京成百貨店９Ｆイベントホール
……（231）
１１１１
常陽銀行本店……（225）
４８２０
http://www.mitonishi-rc.com

各ロータリアンは青少年の模範
■会
長 島田 俊男
■幹
事 郡司 孝夫
■クラブ会 報 委 員 会
小林 裕明

2019-2020
5．RYLA セミナーの参加案内が届いております。
期 日 10 月 13 日（日） ９：00 受付
10 月 14 日（月・祝）
場 所 茨城県立児童センターこどもの城（大洗）
資格者 地 区内のロータリークラブより推
薦を受けた方
満14歳以上の男女及びロータリアン
米山奨学生、青少年奉仕委員長
※当 クラブより田上悟史青少年奉仕委員長
が参加致します。
6．近隣クラブ例会日時・場所臨時変更及び休
会のお知らせ
・水戸東 RC ９月12日（木）
於 水戸市立大場小学校
（交通安全教室の為）
・水戸南 RC ９月20日（金）12：30 → 18：30
９月27日（金）─ 定款第８条
第 1 節により休会 ─
7．例会メモ
9 月第 1 週例会
出席数

欠席数

出席率

79 名

64 名

15（12）名

84.21％

（

本日の合計

この計

79 名

1名

集

91.78％

9．8 月第 3 例会（８／21） 修正出席状況
会員数

補填数

79 名

4名

修正出席数 修正出席率
65 名

31,800 円

１件

会

メ

30,000 円

モ

◎国際奉仕活動
識字率向上支援バザー及びロータリーデー
７月 14 日（日） 11：30
於 水戸芸術館中庭
内 容
１）識字率向上支援バザー開催
出席者 島田、郡司、寺内、多田、鯨岡、
中山（眞）、君島、庭山、髙橋（賢）、
橋本、平戸、星野（耕）、星野（幸）、
池田（昭）、石田、伊藤、金森、柏、
川隅、小柴、倉田、黒木、木村、
松永、宮田、中野、中山（敬）、
根本、額賀、小倉、大和田、瀬谷、
田口、田上、飛田、若松、横山、
永井、「茨城アジア教育基金」を支
える会４名、米山学友会２名、
米山奨学生１名、ROTEX

修正出席数 修正出席率
67 名

２件

この計

8．8 月第 4 週例会（８／28） 修正出席状況
補填数

53,000 円

13．米山ＢＯＸ
植木英明会員…米山功労者献金
（第 2 回）
30,000 円
（累計 124 万円）

）は出席義務者数

来訪者内訳（３名）
（ゲスト）
地区公共イメージ委員長
石井 浩一氏（水戸南 RC）
米山奨学生 ザーレ・ヤズダンさん
青少年長期交換学生
ウィリアム・トーマス・シュミットさん

会員数

9件

12．ロータリー財団ＢＯ X
瀬谷和人会員…財団の友献金
（第６・７回） $200 21,200 円
（累計＄9,700）
植木英明会員…財団の友献金
（第７回）
$100 10,600 円
（累計＄6,700）

９／４

会員数

休みはゆっくり過ごさせてもらいました。
額賀 修一会員…大成女子高卓球部インター
ハイは、学校対抗ベスト 16、ダブルスと
シングルスは５位でした。応援ありがとう
ございました。
黒木 雅宏会員…長期交換学生ウィル君をよ
ろしくお願い致します。
瀬谷和人会員…誕生祝有難うございます。卒
寿を迎え人生卒業の齢になります。あと何
年落第できるか楽しみです。
小林 裕明会員…本日はお誕生日プレゼント
を頂きましてありがとうございます。
Welcome to Japan,Will!!

86.67％

10．会員メークアップ
８／29 水戸東 RC 石田哲郎
８／30 水戸南 RC 石田哲郎
９／２ 水戸さくら RC 野田弘行
11．ニコニコＢＯＸ
石井 浩一地区公共イメージ委員長（水戸南
RC）…本日、会員増強について卓話させ
て頂きました。ありがとうございました。
多田久寿会員…Nice to meet you. Mr. William.
We hope you to have a happy life in
Mitocity with our Rotary members.
笠野哲夫会員…久しぶりの例会参加です。夏

＊＊＊例 会 予 告＊＊＊
９月18日（水）
卓話「奉仕プロジェクトの目指すところ」
奉仕プロジェクト委員会
金澤 卓也委員長
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～身近な法律家をめざして～

相続法改正のポイント
田中

美和会員

と私自身も法曹を目指すようになりました。こ
のときの決断が、私の人生を大きく変えるもの
だとは当時の私はそれほど感じていなかった
ように思います。
大学を卒業してからは、多種多様のアルバイ
トや予備校に勤めながら試験を受けていまし
た。大学を卒業して確か５年ほどたった時に法
科大学院ができたと思いますが、その当初は学
費が高くとても払えないと思っていましたの
で法科大学院に行かないと法曹になれないの
であれば諦めようと考えていました。ただ、同
世代の受験仲間が法科大学院に入って頑張っ
ていること、奨学金の制度などを知って、再度
挑戦してみようという気持ちになり、奨学金制
度が充実している慶應大学の法科大学院に入
りました。受験生の時代を振り返ると、キャリ
アを積んで人生を順調に進んでいく友人たち
をみて焦ったり、不安になったりしましたが、
受験時代の苦しいときに出会った人たち、それ
は勉強仲間に限られませんが、今でも大事な友
人であり、そんな友人たちに出会えて回り道も
無駄ではなかったと今では思っています。
弁護士になってからは、勤めた法律事務所が
海外の案件を多く扱う事務所だったこともあ
り、渉外事件や、企業への紛争予防のアドバイ
スや契約書のチェックなどいわゆる企業法務
を東京の事務所で学び、５年ほど前に水戸に来
てからは、相続、離婚などの家事事件、損害賠
償請求、債務整理、破産などのいわゆる一般民
事と呼ばれる事件を中心に事件解決のお手伝
いをしてまいりました。
そして昨年、独立して女性弁護士３人の事務
所を作りました。女性の依頼人が多いですよ
ね？とよく聞かれます。男性弁護士だけの事務
所よりかはもしかしたら女性が多いかもしれ
ませんが、依頼人は男性の方が多いです。事件
の内容によっては男性も女性弁護士に相談し
たいと思われるようです。
弁護士になって感じること、それは、弁護士
としての生き方、仕事の仕方は人それぞれであ
るということです。弁護士になる前、私は弁護
士に対してとてもタフで強いイメージを抱き、
私自身がイメージにあっていないので務まら
ないのではないか、裁判官の方が性格上合って
いるのではないかとも思っていました。でも、
実際に弁護士となってみると、確かに強さやタ

本日は、イニシエーションスピーチの機会を
いただきまして、ありがとうございます。
相続改正のお話の前に少し自己紹介をさせ
てください。
私は、母が大分出身でしたので、大分市の病
院で産まれ、東京で育ちました。子どものころ
から大人しく、本を読むことが好きで、慎重で
おっとりした性格です。それは今でも変わって
いないと思っています。こんな性格で何で弁護
士にと自分でも思いますが、学生時代から自分
が友人に相談するよりも、友人から相談される
ことが多く、人を責めることが苦手で自分が発
端の喧嘩はありませんでしたが、喧嘩を仲介す
ることはかなりありました。そういったことは
現在の職業につながるかもしれません。
小さいころ将来の夢は？と聞かれたら、私は
学校の先生かピアニストと答えていたように
思います。子供のころに接した大人が両親以外
には習っていたピアノの先生か学校の先生
だったからかもしれません。
高校は都立の戸山高校に進学しました。戸山
高校は府立中学の時代から理系の学校であっ
た名残りから、文系でも理系科目が充実してお
り、私は数学や生物が好きだったので生物の研
究者や医師へのあこがれはありましたが、経済
的な理由で理系はお金がかかるし、浪人はでき
ないと考えていました。ですので、具体的な夢
がまだ見つからない中でどんな道でも潰しが
聞くとされていた法学部を選び早稲田大学の
法学部に進学しました。私は、法学部に入って
はじめて弁護士という人たちに会い、弁護士と
いう職業に興味がわきました。また当時就職超
氷河期の中、特に女子学生の就職は大変な時代
でした。周りに法曹を目指す友人も多く、自然
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フさも必要ですが、同時に柔軟さや相談者に寄
り添える共感力というのも同じく必要であり、
求められているものだと感じました。私は子供
のころから友人の相談を聞くことが多かった
ので、人の話を聞くことは比較的得意です。そ
んな得意なところを生かして自分なりに弁護
士としての職務を全うできればいいのではな
いかと考えております。そして、今は、相談者
の方が相談してよかったと言ってくださるこ
とに喜びを感じ、相談しやすい身近な法律家と
して、困っている方を助けることにやりがいを
感じています。

私自身のこれまでの道のりは、これまで出
会った方々に支えられて参りました。今後も、
これまで支えてくださった方々のご恩に感謝し
ながら、日々頑張っていこうと思っています。
～ 相続法改正のポイント ～
（資料配布にて説明）
本日は私の拙いお話を聞いてくださりあり
がとうございました。会員の皆様との新しい出
会いもまた、私の人生を豊かにしてくださると
思っております。これからの皆様とのお付き合
いがとても楽しみです。今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。

イ ン タ ー ア ク ト 台 湾 研 修 旅 行 報 告
金森
台湾第 3482 地区の方々に非常にお世話に
なった研修旅行であった。少し日本語のできる
方は２日にわたり懇親会に出席いただきあれ
これと世話をして頂いた。
第一日目、私はなんと５時 20 分集合に、５
時 20 分に目覚ましを合わせており、起きるな
否や、催促の電話。後から行きますと答え、頼
んであったタクシー会社に平謝り。４時半に
待ってくれたタクシーに乗り成田まで。10 分
ぐらいの遅れでなんとか。水戸女子高校の一団
と顔合わせ。Wi-Fi を借り、両替したりしてい
るうちにボーディングすれすれ。
台北で降り
ると覚悟はし
ていたが暑
い。さっそく
孔子廟、行天
宮、免税店へ。
夕方ホテルに
着いて少し休
憩した後、台
北第 3482 地区主催の夕食会へ。第 3482 地区の
方々の大歓迎を受け、感激。片言の日本語を話
す人が多く、日本の訪れたところとか話が弾ん
だ。
二日目、午前中故宮博物館へ。添乗員さんの
説明があり「玉」の重要性とか理解しやすかっ
た。その間役員は台湾東海 RC へ。日本大使の
例会訪問とか忙しかったらしい。
午後は士林商業高校のインターアクトと交
流会。いろんなゲームとか用意してくれてい
た。台湾理解が深まるような名所旧跡当てゲー
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良充インターアクト委員長

ム、体を動かすゲーム、非常に歓迎してくれた。
丁度、のどが渇いたところで、台北名物タピオ
カ。インターアクト同士和やかな雰囲気のうち
に別れを惜しんで、台北 101 へ。展望台まで。
夕方第 2820 地区が返礼の夕食会を開催。昨
日きてくれた方、初めての方と日本語ができる
方々と会話に盛り上がった。お土産にパイナッ
プル入りお饅頭と CD を頂く。
三日目、インターアクトの行事も終了して、
午前は市内観光。龍山寺、中生紀念堂。お寺で
はお参りの作法を添乗員さんから教えられた。
日本でもよく紹介されているらしいが石を立
てて敷いた上を歩くが痛くて痛くて。台北の
RC の寄付らしい。
午後は郊外の十分でランタン上げ。非常に面
白かった。何もない街で（滝があったが）すご
い数の観光客押し寄せ、やや危険を伴うが企画
力の勝ちか。台湾でもランタン上げが許されて
いるのは３カ所だけらしい。かつて金山のあっ
た黄金博物館では金塊にタッチ。そして九分観
光。さすが JTB にぎわう九分で夕食。食後反
省会。
いよいよ最後の日、お茶屋でお土産。良心的
で農薬一杯の中国本土のお茶は売らないらし
い。自家製のパイナップル入りお饅頭も冬瓜が
入ってなくておいしかった。バスの中でパンの
お弁当を食べ、一路桃園へ。成田からはバス。
水戸ではお母さんたちがお出迎え。
矢部先生、愛琳さん、愛林さん、仁美さん、
めぐみさんお疲れ様でした。

