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点鐘……渡辺雅夫会長
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ロータリーソング
福与ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「四つのテスト」

○

本日のメニュー

特別ビジター紹介
渡辺会長

国際ロータリー 第2590地区
2017-18年度
第１グループガバナー補佐(川崎中央RC)青木松枝様

洋食

国際ロータリー 第2590地区
2018-19年度
第１グループガバナー補佐(川崎幸RC)奥山繁樹様
渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

ビジター紹介

幹事報告
渡辺会長
守屋正秀様

(川崎幸RC)
青少年交換留学生
Chayatorn ROJANAPHATRAKUL
チャヤトーン ロジャナフォトラクル君
（タイ バンコク）

◎

◎

伊藤弘志幹事
例会変更のお知らせ
川崎大師ＲＣ
６月１３日（水）～１４日（木）
一泊移動例会
竜宮城 ホテル三日月 富士見亭

週報を送ってくださったRC
ありません

◎

本日の配布物
会報

5/21の会報

委員長報告
新会員入会式
渡辺会長

山口親睦活動委員長
６月３日～４日 １泊移動例会最終案内

スマイルレポート

伊藤弘志幹事

細谷健一様
出席報告
須山出席副委員長
会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1485回

36

35

25
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71.42

1483回

35

34

30

4

88.23

メイク

前々回
修正

会長報告
渡辺会長
■24日、伊藤弘志幹事とともに上原尚子会員に会い、
かねて要望の休会の扱いで協議。
本人の意向が明確であり、且つクラブ細則条項を
満たしていると判断し、 書面にて休会届を受領
しました。正式には6月11日の理事会に諮り審議の
上、結論を出すことに致します。

第1Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 青木松枝様 (川崎中央RC)
…本日は次年度奥山ガバナー補佐とご挨
拶させていただきます。
よろしくお願いいたします。
第1G次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 奥山繁樹様 (川崎幸RC)
…挨拶に参りました。よろしくお願いいた
します。
一年間大変お世話になりました。
守屋正秀様…川崎幸RCがホストクラブとしてお預かり
しているタイからの交換留学生

Chayatorn ROJANAPHATRAKUL
ﾁｬﾔﾄｰﾝ ﾛｼﾞｬﾅﾌｫﾄﾗｸﾙ君（呼称：DOMON）
の紹介のために訪問させていただきま
した。スケジュール上の事情があって
訪問が遅くなりましたことお詫び申し
上げます。本日はよろしくお願い致し
ます。
（川崎幸RC)
渡辺会員……川崎幸ＲＣからお越しの奥山繁樹様、
守屋正秀様、そして青少年交換留学生
のドモン様ようこそいらっしゃいまし
た。ごゆっくりお過ごしください。
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川島会員……本日は新会員卓話を楽しみにしており
ます。
松本会員……①奥山様ようこそいらっしゃいました。
来期のご指導よろしくお願い致します。
②細谷さん入会おめでとうございます。
森川会員……①皆様こんにちは。谷口さん栁町さん
細谷さん新会員の卓話楽しみです。
②渡部さん3周年おめでとう!!
後藤会員……本日は新会員の皆様のお話を楽しみに
しております。
野口会員……谷口さん、栁町さん、細谷さん新入会
員の皆様今後ともよろしくお願い致し
ます。
木村会員……細谷さん入会おめでとうございます。
谷口さん、栁町さん、細谷さんほんじ
つの新会員卓話楽しみにしています。
よろしくお願いします。
渡部会員……①本日は奥山ガバナー補佐ご来訪あり
がとうございます。よろしくお願いし
ます。
②本日、新人のみなさま卓話楽しみに
しています。
山口会員……①本日は谷口さん栁町さん細谷さん卓
話よろしくお願いします。
②渡部典行さん3周年おめでとうござ
います。
牧島会員……週末、女房と広島、宮島に行ってきま
した。非常に良かったですが、世界遺
産の宮島は当然として広島市内にも大
勢の欧米人が多いのに驚きました。
本多会員……今日の新会員卓話は、細谷さんも入っ
て3名になり、クラブのにぎやかになっ
たのでとても楽しみにしております。
福与会員……新会員の卓話楽しみにしています。
石田会員……皆さんこんにちは。今日は谷口様、栁
町様、細谷様よろしくお願い致します。
谷口会員……①本日は卓話です。ドキドキとしてい
ます。よろしくお願いします。
②細谷さん入会おめでとうございます。
栁町会員……本日卓話です。緊張しましがよろしく
お願いします。
伊藤(弘)会員…①奥山次期ガバナー補佐、守屋正秀
幹事ドモンさんようこそ。
②細谷さん、入会おめでとうございま
す。これからはロータリーでも一緒に
やっていけること嬉しく思います。
1485回 18件 29,000円 累計 644件 1,050,000円

卓話

新会員卓話

栁町大介会員

生い立ち
昭和５１年、両親の実家が大阪だったので、
大阪で３人兄弟の二男として誕生。
父がサラリーマンで転勤族だったので、山口→大分、
昭和５７年８月、小学校１年２学期から川崎で暮ら
す。田島小学校へ転入、渡田１丁目にあった社宅で
生活、シャワーも付いていないぼろぼろの社宅、以
後大学１年まで川崎で暮らす

私が弁護士になろうと思ったきっかけ
小学生の卒業文集 将来の夢 弁護士
←父の影響 父は京都大学卒業後、昭和電工へ就職
石油化学コンビナートの技術者として勤務→第２
水俣病の発生、父は人付き合いが下手だった、会
社での人間関係→出世コースから外れる
仕事に対する自分の実力以外の要素で人生を左右
されることへの恐れ
←母の影響 薬剤師 資格を持っていることの強み、
小学校５年生 仲の良い友達が塾に通うので自分
も便乗、さつき橋の交差点の近くにあった進学院
という塾、スパルタ教育、自分に合っていた、成
績ＵＰ、勉強が楽しくなった
→当時文系の国家資格の中で最難関といわれていた
司法試験への憧れ

弁護士になるまで
運よく筑波大付属駒場に合格、以後自由な校風の
元で６年間過ごす
大学は１浪して早稲田へ。大学２年生ＧＷに駆け
落ち、アルバイト→大学３年生からいよいよ本格
的に司法試験に向けて勉強開始、２年間司法留年
したけど駄目だった
迷ったが、卒業してアルバイトしながら司法試験
を受け続ける、全然受からない、勉強不足、一人
で勉強、真剣身が足りなかった、当時は旧司法試
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験、ロースクール制度への切替の時期、旧司法試
験の合格者減少、
最後の年も駄目、既に３４歳、諦めかけた。
平成２３年、神奈川大学のロースクールが奨学生
として拾ってくれた、これが最後のチャンス→実
家に戻り、２年間みっちり勉強→平成２５年５月
受験、９月合格！

今思うこと
かなり遠回り、人の弱さと強さを知ることが出来
た。そんな中、微力ながらも困っている人を助け
る、感謝される、お金もいただける、これからも
一生懸命研鑽を積みながら成長していきたい
ロータリーに入ったのは、この業界にいると同業
との付き合いばかり、別の業界の方から色々お話
を伺って、視野を広げたい、今後ともご指導お願
いします

谷口定子会員

細谷健一会員

1972年パリ生まれ（フランス語はまったく話せない）
実家は品川区戸越
妻・娘・息子の4人家族
小学校は勉強嫌いだったが、中学2年から理数系に力
を入れるようになる。
高校1年の時に観たTVドラマをみて建築士になりた
いと思い始めました。
建築学科の大学で学ぶため熊本に4年間を過ごし、妻
と出会う。
20歳後半から川崎区に住んでいます。
32歳に一級建築士を取得し、36歳で独立。
主な業務は、住宅設計、マンションの設計、住宅イ
ンスペクションです。
保育所の改修や店舗の設計も経験あります。

卓話予定

主人がこちらの川崎中央ロータリークラブの会員で
お世話になっておりましたが、２年前に他界しまし
た。主人の生前の素行から、正直申しまして、ロー
タリークラブは遊びの？クラブだと思っておりまし
た。でも、今回こちらにお世話になることになり、
奉仕の大切さを知って、主人のことを見直しました。
主人は忙しい人でしたが、病気になってからの時間
を一緒に過ごせたのが、一番の思い出となっており
ます。他界後は、仕事の方の責任も、降りかかって
きました。改めて、主人の偉大さを感じております。
例会には、なるべく参加したいと思っておりますの
で今後ともよろしくお願いいたします。

会報委員

石川三枝子

石田 幸兒

坂本

阿野

牧島

小又 義幸

順一

聡

将平

６月３-４日(日)(月)
一泊移動例会
日光東照宮と老神温泉
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