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『イニシエーションスピーチ』

第２１１９回 No.０４

山口徹雄 君・松浦信平 君

≪例会プログラム≫

【 会長挨拶：米山梅吉さんに学ぶ−新隠居論 】森岡 弘通 会長
『超我の人米山梅吉の跫音』(財団法人米山梅吉記念館)と
『米山梅吉−日本のロータリークラブと信託業の創始者』
(新風舎文庫 矢内宏文 著)を参考に、米山さんの発言や
行動を思い起こしながら「ロータリーとは何か」を考えて
みたいと思います。
大正 3(1914)年に、三井銀行の常務取締役であった米山さんは『新隠居論』と
いう興味ある文章を発表した。
その内容は「日本には古くから隠居という仕来りがあったが、明治維新以後の
新しい西洋文明との競争はそうした仕来りを忘れさせ、功なり名をとげた老人
達がいつまでも強固とした勢力にとどまりつづけ、今では実業界に様々な弊害
をもたらしている。昔の、あるいは東洋の隠居とは異なり、新しい西洋風の隠
居には極めて重要な職分がある。
それは、老人達が自らの経験・信用を活かしつつ、今度は社会的な公共事業・
公益事業に取り組み、社会のひずみを正す事である。有能な老人は早く隠居し、
こうした職分に努めるべきであろう」というものでありました。
今から１００年近く前に、このような事を言うと事は、相当な勇気が必要だっ
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たと思いますが、こういった考えは現代にも通ずると思います。

【 幹事報告 】

松浦 信平 君

疋田 久武 幹事

・ガバナーより、会員増強スポンサーピンの贈呈についてのご案内がありました。
・９月に行われる「ＲＹＬＡセミナー」に、ローターアクトの手塚真衣さんを推薦しました。
・国際ソロプチミスト日野の新会長に

三根文代さんが就任したとの連絡がありました。

【 前年度多摩南グループ会計報告 】

野村 圭伊 直前会長

前年度多摩南グループのガバナー補佐より、前年度の会計報告が来ています。
収入＝分担金 ¥3,000／人。482 名で ¥1,446,000。その他収入を加え ¥2,797,679。
支出＝Ｇ協議会 ¥1,071,000。青少年交換支援金 ¥770,000 などあり、¥2,797,679。
多摩南Ｇの会員数。１位＝八王子西(６８名)。２位＝町田(６１名)。３位＝八王子(６０名)。
４位＝八王子南(５６名)。５位＝日野(４３名)でした。是非、１位を目指しましょう！

【 イニシエーションスピーチ 】
＜ 山口 徹雄 君 ＞
【略歴】
・Ｓ６１〜Ｈ２年

コンピュータソフトウェア開発会社に勤務。

・Ｈ

２〜Ｈ７年

不動産鑑定評価事務所に勤務。バブル崩壊時。

・Ｈ

７年〜

不動産鑑定士として独立。実家の不動産業に徐々に関わる。

・Ｈ１１年〜

実家の不動産業も。正式に代表取締役となる。
〜何とかここまでしのいできたという感じです〜

谷井さん、飯作さん、疋田さん、藤林さんには、不動産業界の先輩として色々と学ばせてもらってきました。
あらためて感謝申し上げますと共に、仕事・その他で以前からご縁があった方々も多くいらっしゃいます。
私がロータリーを知ったのは小学校３年生の頃です。
絵画か書道の作品に対してロータリーから賞状を頂いたの
を覚えています。親や先生に怒られてばかりの僕に賞状をくれるロータリーはとても優しいと思いました。
その頃は、豊田４丁目にある直径１０ｍの池を回る道路を『ロータリー』と呼び、遊び場になっていました。
どうしても、ロータリーと聞くと、そのロータリーとイメージがダブってしまいます・・・。
子供の小学校のＰＴＡ会長になりまして、３年間務めました。後半２年は市内小中学校ＰＴＡ連合会の会長も
やることになりました。その中で、多くの事を学び、学校の事も色々とわかり、子供達との話題も増えました。
おかげで、市教委とのつながりもでき、委員を頼まれ、社会奉仕をする場も得られています・・・が、仕事との
両立は綱渡りのようであり、忙しさの中、大事な電話をし忘れてトラブルになったこともあります。
不動産鑑定士は全国に５千人。うち３千人が個人事務所代表、市場規模も小さく、公的な仕事が多いです。
手数料商売なのでダンピングが激しいです。ロータリーは時間通りでキッチリしており、とても良いと思います。

＜ 松浦 信平 君 ＞
神奈川県の百合丘に生まれて、高校から相模原に住みました。
父が弁護士をしていましたので、大学で法学部に入ると「お父さんの仕事を継ぐ」
と周りに言われるのが嫌で、国際基督教大学の教養学部に進学しました。
その当時、韓国に１年間の交換留学に行き、反日感情の強い人、逆に友好的な人
などと出会い、外から日本を見ることができ、自分の生まれた国を良くする為に
何かしたいと思うようになり、父の仕事も悪くないと思い、弁護士になりました。
入会して２ヶ月になり、少し慣れてきたところで、改めて自己紹介のスピーチをさせて頂きます。
八王子での５年間の勤務弁護士の経験を経て、平成１２年に高幡不動で法律事務所を開設しました。
住宅地域・生活地域での弁護士活動なので、特定の専門分野に特化せず「よろず相談所」として、市民生活の中で
起こる様々な法律問題に対応しています。多摩地域には、東京地家裁立川支部という全国有数の大規模裁判所が
あるにも関わらず、そこで事務所を開く弁護士は非常に少なく（東京に１万人、うち多摩地域４００人）
。
司法の領域でも「多摩格差」が生じています。
これを少しでも解消する為、平成１０年に発足した「弁護士会多摩支部」を発展させることも、大事な仕事に
なっています。
その他にも、子供の教育の為に仲間と田んぼ作りをしています。子育ての真っ只中ですが、子育ては大切な仕事
という考えで行っています。
ロータリークラブの歴史や受け継がれてきた理念に共感し、入会させていただきました。まだ分らない事だらけ
ですが、クラブを通した新しい出会いを楽しませて頂いています。今後とも、ご指導よろしくお願い致します。

【 ニコニコ報告 】 飯作 金彦 親睦委員
本日のニコニコ： 7,000 円／累計 131,000 円
ビジターフィー：
疋田久武

君

0 円／累計

4,000 円

今日は日食が見られなくて残念でした。
松浦さんと山口さんのイニシエーションスピーチが楽しみです。

奥野誠也

君

４６年前、まだ１１歳の頃、父が割れた窓ガラスの破片をローソクの炎で炙って、
黒いススをつけて、皆既日食を観た覚えがあります。
今日も奄美へ行く予定でしたが、岩田さんから先週電話で例会出席の方が大事だと
言われて断念しました・・・。

島倉邦子

君

日食残念でした、次回は見れるかナ〜？

藤巻秀和

君

メーカー欠品だったマウンテンバイクのリアハブが見るかり修理が出来そうです。
探してみるものですね！！

山下雅弘

君

山口さん、松浦さん、お二人のイニシエーションスピーチ拝聴させていただきます。
来週も皆さん、欠席しないで下さいね！

【 出席報告 】

倉島 邦子 出席奨励委員
会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
大谷明久 君（理事会）
渡邊章郎 君（理事会）
成田恭隆 君（日野ＲＡＣ）

欠席

出席率

本日報告

42
(9)

27
(3)

事前(5)

4

88.89 %

前回訂正

42
(9)

32
(4)

(0)+1

4

89.19 %

前々回訂正

42
(9)

23
(3)

(6)+0+0

7

80.56 %

松田忠泰 君（クラブ奉仕委員会）
小倉裕美 君（クラブ奉仕委員会）

ＭＵ

【 今後の予定 】
■7 月 29 日■

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ（山下雅弘君）･増強計画について

お食事：健雄

■8 月 5 日■

月例祝賀・卓話『日野の野鳥たち』 飯塚利一 様

お食事：

■8 月 12 日■

休会（お盆休み）

■8 月 19 日■

卓話『

』 川澄祐勝 様

お食事：

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・八王子 RC
・八王子南 RC
・八王子西 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

7/30→8/1 花火鑑賞例会
7/29 移動例会
7/24→7/31 夜間例会

・7/26(日)
・8/ 8(土)
・8/22(土)

時間：19:00〜20:30

第 1 回 地区会長幹事会
第 904 回例会
第 905 回例会（移動例会の予定）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009
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