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「我等の生業」
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牛山

裕子会長

佳子ソングリーダー
・本日の例会は13時で終了致します。その後クラブ協議
会を開催致しますので皆様、最後までお付き合いくださ
い。
・ロータリー財団100周年記念シンポジウムが11月27日
に東京でございます。
回覧致しますが、重要なことはこのシンポジウムで緒方
貞子さんが奉仕賞を受賞いたします。
これは国際ロータリーパスト会長であるジャームさんが
ロータリー財団100周年学友世界人道奉仕に関する発表
をなさいました。
そこで奉仕賞を緒方貞子さんにお受け取りいただくとい
う表彰式がございます。
その後国際人道の第一線で活躍するロータリー財団の学
友によるシンポジウムがございます。

川崎大師ロータリークラブ
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幹事報告
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裕子会長
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スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

文夫副会長

・ホスティング（竹田年度のマンスリーレター、クラブ
委員会活動報告書、今年度のマンスリーレター）
・回覧
（2016-17年度地区大会、家族記念ディナーパーティ
が10月5日にあります。申し込みをお願いします）
（第34回７クラブ親睦ゴルフ大会）
（ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会）
（各クラブ例会変更の案内）
・横浜中ロータリークラブへのメイクアップについて
（髙濵会員が卓話をする9月16日に皆様にメイクアップ
をしていただきたいのでメイクアップして下さる方は名
前をお書き下さい）
・本日ローターアクトクラブ再立ち上げ方針説明会がご
ざいます。出席いただける方でまだご記入でない方はご
記名お願いします。
・9月28日、3クラブ合同親睦夜間例会、出席をまとめた
いと思います。ご回答ない方はご回答をお願いします。
秦
琢二会員
坂東様、矢野様、過日は有意義な時間をありがとうござ
いました。
出席報告

石渡
会員数

対象者 出

利治出席委員長

席 欠

席

出席率

2107回

５８

４８
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１８
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2105回

５８

４８

２５
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52.08 ％

前々回の修正 メークアップ 5 名 修正出席率

62.50 ％

寺尾
巌会員
中国延辺州へ渡辺会員、遠藤会員と共に公式訪問に同行
しまして、大変お世話になりました。
渡辺 冨士夫会員
昨日寺尾様と遠藤様に大変お世話様になりました。大変
楽しく過すことが出来ました。
竹田 正和会員
本日は直前年度の決算報告をさせて頂きます。一年間の
シメです。ありがとうございます。
牛山 裕子会長
いよいよ八月も終わり！気を引き締めていきます。
本日は竹田年度の決算に関する件、４５周年に関するク
ラブ協議会を開きます。ご協力よろしくお願いします。

本日のニコニコのテーマ
「竹田年度の決算報告」宜しくお願いします。

メイクアップ
林
鶴会員、安藤
坂東 保則会員

賢一会員、竹中

裕彦会員

石渡
竹中
矢野
内田
石渡

利治会員、宮沢
裕彦会員、岩井
清久会員、小林
省治会員、沼田
勝朗会員、竹内

和徳会員、伊藤
茂次会員、大﨑
勇次会員、野澤
直輝会員、鈴木
祥晴会員、出井
合計
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職業情報委員会より３分間スピーチ
鈴木

ローターアクト委員会

出井

先ほど幹事報告にもございましたが、現在休会中の川崎
大師ローターアクトクラブの再立ち上げ方針の説明会、
意見交換会がございます。
登録されている方、またまだの方でもぜひ参加をいただ
きましてそれぞれのご意見を頂戴できればと思います。
お待ちいたしております、是非参加頂けるようお願いを
申し上げます。ありがとうございました。

国際奉仕委員会

牛山

この２ヶ月間の間に金澤さん、猪狩さんにお話をいただ
きました。
今日は私共会員の中にも弁護士さんがおられまして、大
﨑さんにお話を頂こうと思います。
大﨑さんは２０１４年８月に入会されちょうど２年です。
大﨑さんは明治大学の法学部をお出になられています。
何がご専門でどんなところまでやられるかというお話と
か、弁護士活動でいろいろ成功例、失敗例もございます
が、この回は失敗と言ってはなんですが、そういう点に
ついてどういうご経験、その中から学んだことをお話頂
きたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。

裕子会長

米山梅吉記念館の秋季例祭が９月２４日に開催されま
す。回覧いたしますのでご参加なさる方はどうぞ○をつ
けていただきたいと思います。毎年のことで恐縮ですが
米山梅吉記念館は皆様の通常の奨学寄付で維持している
わけではございません。
皆様にご協力を願っております。今年もお一人お一人
100円募金をお願い致します。よろしくどうぞ。

川崎大師ロータリークラブ

幹久委員長

宏樹委員長

３分間スピーチ

大﨑

克之会員

早いもので、２年経ったときいて驚いています。
今日は仕事についてお話をということですので簡単に説
明をさせていただきます。
先週猪狩さんのお話を聞いて、得意分野をお持ちで素晴
しいと思っておりました。
翻って自分のことを考えてみると自分はこれだというの
が特にありません。
よく言えば何でも屋ですかね、いろいろなご相談を広く
受け、ご依頼があれば何でもやるということが言えるの
かなと自分では考えています。
仕事ですが、弁護士としては皆さんご存じかと思います
が、民事、刑事、行政が大きくあり私が申した通り何で
もやります。
民事も刑事もです。若い頃と比べ今現在は刑事というの
はものすごく減りました。
業務のほぼすべてと言っていいかもしれませんが、民事
をやっております。
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退廷命令と言って傍聴人を出すというようなことをやる
ぐらいな事件でした。
私も初めての経験だったので場に飲まれてしまいしどろ
もどろになりましたが、細かく話すと裁判が終わってか
らもいろいろありましてしんどいなと正直思いました。
ただ今その経験がありますのでたいていのことは何でも
無くなりました。
当時は本当に辞めたいなと思うくらい悩んだのですがそ
ういうことを経験して失敗しながらしていくうちに成長
していくんだなと言うのを感じております。
なのでご相談されてもご期待に添えないようなことも多
いかとは思うのですが、常に成長というのを一番に考え
てやっております。
ありがとうございました。
そのほかに、弁護士の業務ではないですが大学で講師を
やらさせていただいています。
前期の講義ですので４月～８月までで、たまたま私の授
業が水曜日の３限という１時からのものでして、４月か
ら先月まで出席率が非常に悪かったと思います。申し訳
ございませんでした。
これもようやく採点が終わりまして特に問題も無かった
ので、今後は出席できるかと思っています。
成功例というのはほとんどありません。
自分でこれが成功だと思っても、依頼者の方に評価して
いただけたらいいのかなと思っております。
失敗例はマイクに通らないほどあります。
常にああすれば良かったとか、法廷でもう少しこういう
風に言っていれば良かったとか、ということを考えてお
ります。
大変だった、よく珍しいのは何とかいうご質問を受けま
す。
もう５年くらい前になるかと思いますが、皆さんご存じ
のある団体の内部の詐欺事件というのをやりました。
新聞でもかなり報道されて被害額もものすごく大きかっ
たんですね。
それがどういうわけか経験が浅い私のところに回ってき
ました。刑事事件でやりました。
金額が金額の詐欺事件でしたので、当然被害弁償するお
金ももう無くなっているということでしたのでわずかば
かりのお金を被害者にお返しして終わるということでし
た。
今までやった刑事事件というのは傍聴人というのはほと
んどいなく、ほとんど親族しかいなかったんです。
ところが有名な、社会問題になった事件だったので傍聴
人がたくさん入れる大きい特別な法廷でやりました。
僕ははじめてそういうところでやりまして、法廷に入っ
たら傍聴人がいっぱいになっていました。
ちょっと有名な団体だったので被害者の方もすごくて法
廷に入るなり怒号がありまして結構しんどくて裁判所も
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第2回クラブ協議会

裕子会長

「竹田年度決算報告」

・竹田会長、須山幹事よる議事の説明後、全て承認。

日時：平成２８年９月１４日㈬は
通常例会です。
第３回クラブ協議会
次年度・次々年度会長選出方法諮問
クラブ
会 報
委員会

小林

勇次／秦

琢二／沼田

直輝
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