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第1240回（本年度 第36回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 4/11 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　今年度のRI会長のテーマ、
　　　　その他
　福田 忠博 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　早瀬 道圓 会員

本日は、ガバナー補佐訪問日という事で福田ガバナー補佐と北村 讓
ガバナー補佐エレクトにお越し頂いております。

例会に先立つ11時から福田ガバナー補佐、北村 讓ガバナー補佐エ
レクトと会長・幹事、そして次年度の会長・幹事の6名で懇談会をさせ
て頂きました。その中で福田ガバナー補佐から色々なお話を伺いま



したが印象に残った話を少し紹介させて頂きます。

福田ガバナー補佐は立場上地区役員とかガバナー
補佐会議とかまた各クラブへの訪問でいろんな人と
お会いしますが、大阪中之島RCの事は褒められて
ばっかりでけなされた事は無かったと言われており
ました。非常に光栄で誇らしげだと思います。その中
で他のクラブにも言える事ですが大阪中之島RCも出
席率にも関係がある事ですがメーキャップをもっとし
てほいし、或いはメーキャップを推し進めるルール作
りがいると言われておりました。

今年度の山本ガバナーはロータリー賞を是非取って
ほしいと各クラブに働きかけておられます。ロータ
リー賞は個人が貰う賞ではなくてクラブが貰う賞です。
それを貰うには3つの大きな項目があり、その一つ一
つに6つの目標が定められており最低でも各項目3
つクリアしなければなりません。大きな項目は（クラ
ブのサポートと強化）、（人道的奉仕の重点化と増加）、
（ロータリーの公共イメージと認知度の向上）この3
項目です。

この様に言いますと何か大変難しい様に聞こえます
が、実は大阪中之島RCが今まで通り私達にとっては
普通に奉仕活動をしていれば達成出来るものばかり
です。それだけ大阪中之島RCのレベルが高く、私は
これが大阪中之島RCの伝統だと思っております。

ただ今はこの申請はマイロータリーを通じて行わな
ければならなくなっています。その説明会が次週ガ
バナー事務所で行われますので私と事務局の江川さ
んと行ってきます。

本日はロータリー賞について少しお話しました。

■本日は新入会員の自己紹介です。
　小林会員、植屋会員、宜しくお願い申し上げます。

■4月4日（木）福田会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■4月11日（木）早瀬会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■4月18日（木）檜皮会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■4月25日（木）井本会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

地区委員会、その他の報告です。

■「三世代クラブ有志合同懇親会」
　ホスト：大阪大手前RC
　日程：3月29日（金） 18：00～
　会場：帝国ホテル大阪　22階「ペガサスの間」
　会費：￥8,000（飲み物込み）

■「春の家族会」
　日程：4月6日（土）
　集合場所：太閤園　9：30集合／10：00出発

　黄檗宗大本山「萬福寺」ご参拝→福寿園・宇治工
房にて宇治茶を楽しみ→宇治平等院の参拝・見学

■「2019-20年度のための地区研修・協議会」
　日程：4月13日（土）
　　　 登録12：00～　開会12：30～
　会場：大阪国際会議場　5階メインホール

　出席義務部門：次年度の役職、担当役職
①会長、②幹事、③クラブ奉仕（会
員増強含む）、④SAA、⑤クラブ研
修リーダー、⑥職業奉仕、⑦社会奉
仕、⑧国際奉仕、⑨青少年奉仕、⑩
ロータリー財団、⑪米山奨学
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幹事  藤本 淳司



福田ガバナー補佐と北村（讓）ガバナー補佐エレクトがお見えになりました。

新入会員自己紹介

小林 俊統 会員、植屋 亨 会員

小林 俊統 会員

皆様、こんにちは。会員の小林です。

本日は、私が弁護士になるまでの出来事をお話しし
て自己紹介とさせて頂きます。

私も父と同じく弁護士として働いておりますが、私は
司法修習の63期で弁護士になってから9年目であり、
父は修習の31期で弁護士になってから約40年にな
ります。

皆様も御存知のとおり、弁護士になるためには司法
試験という国家試験に合格しなければなりませんが、
現在の司法試験と私が受験した当時の司法試験は
内容が異なります。

現在の司法試験は法科大学院という特定の教育機
関を卒業しなければ受験できませんが、私が受験し

た司法試験にはそのような制限はありませんでした。

そして、司法試験に合格した翌年の春から司法修習
が始まります。

私の修習期間は1年4か月になりますが、先ず、最初
の2か月は埼玉県の和光市にある司法研修所で前期
修習が行われます。

弁護士、裁判官、検察官の実務家は書類を書くことが
基本的な職務であることから、前期修習で各々の実
務家の立場で、どのような書面を書くことになるかを
教わります。

前期修習の次は、実務家の下で1年間の実務修習が
始まります。民事裁判官の下で3か月、刑事裁判官の
下で3か月、検察官の下で3か月、弁護士の下で3か
月の指導を受けることになります。

私は実務修習の場所が東京でしたので、東京の霞が
関にある東京地方裁判所、東京地方検察庁、東京の
弁護士の先生の下で指導を受けていました。

余談ですが、霞が関は官庁街であり、入り口でパスを
貰えば誰でも入館できました。入館して各官庁の食
堂を利用していました。

修習生の間で一番人気があったのは農林水産省の
食堂で、各地から届いた特産品を利用した料理が提
供されるので人気がありました。

また、休日には、せっかく東京に来たので、東京の各
地を見て回っていました。



ライトミール
かつ重　小鉢 鮪しぐれ　留椀 赤出汁　コーヒー

本日のメニュー

植屋 亨 会員

平成31年2月14日バレンタインデーに大学の先輩で

ある 北村 讓会員より紹介を受け、入会させて頂きま

したケースリーコンサルティング株式会社の植屋 亨

です。

私は、都島区の内代小学校から高倉中学校と義務教

育を終了し、実家の都島区で会社を設立し、私の妹も

太閤園で挙式させて頂いております。

中之島ロータリークラブには、何か目に見えない糸

に引き寄せられる様に入会させて頂き、 感謝してお

ります。

北村先輩より、今までの私欲ばかりではいけない、少

しは社会に奉仕し、会社のレベルを高めなければと

諭されましたので、手前勝手ではありますが、固定資

産税等の削減の参考になる資料を持って参りました。

昔のパンフレットではありますが、非木造再建築費評

点数計算書等を取り寄せ、適正に査定されているか

確認をおすすめ致します。

新築物件であれば、評価される材料費等の約1割が

ロス材であるにも関わらず課税されている可能性が

あるので、施工業者の数量を積算士に適正に評価し

てもらって申請されれば、節税に繋がると思います。

弊社は、数多くの物件のデータを元にリーズナブル

な構造設計を行い、計画段階から数量を適正に削減

した設計を行っておりますので、今後共宜しくお願い

申し上げます。

テレビや雑誌で見ていたのとは全く異なる印象を受
けました。原宿の竹下通りという賑やかか街の側に、
日露戦争の東郷元帥を祀っている東郷神社がある
のを目にしたときには非常に驚きました。

そのようにして過ごしながら、1年間の実務修習を終
えてから、最後の2か月間は再度、和光市の司法研修
所に戻り、後期修習を受けることになります。

これまで学んだことを、お浚いして最後の二回試験と
よばれる卒業試験に臨むことになります。

この二回試験に合格して晴れて弁護士になることが
できるのですが、試験時間は午前10時に始まり午後
5時までの7時間であり、しかも5科目すなわち5日間
連続で受けることになりますので、とても過酷な試験
でした。人生で最後に受けた試験であり、二度と受け
たくない試験でもあります。

その二回試験に合格したので、私も弁護士になるこ
とができました。

また、機会があればお話したいと思います。

本日はありがとうございました。



三世代クラブ有志合同懇親会
3月29日（金）18：00より帝国ホテル大阪22階「ペガサ

スの間」にて今年度は2回目となる大阪天満橋RC・大阪

大手前RC・大阪中之島RCによる三世代クラブ有志合同

懇親会が開催されました。

ホストクラブは大阪大手前RCさんで大阪中之島RCから

は新入会員の小林会員、植屋会員にもご出席頂き、和

やかな雰囲気中、懇親会が始まり中華料理とお酒を楽

しみながら三世代の会員が交流を深める事できました。

次回は大阪中之島RCがホストでこの懇親会を6月13日

に予定しております。

会員の皆様には、ご出席賜りますよう宜しくお願い申し

上げます。



ニコニコBOX

西田：本日の卓話、小林さん、植屋さん、自己紹介宜し
くお願いします。ニコニコ

木村：ニコニコ

藤本：植屋さん、小林さん、本日は自己紹介宜しくお
願いします。

村上：小林さん、植屋さん、卓話楽しみです。ニコニコ

戸田：息子が医師国家試験に合格しました。ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクト、ご苦労
様です。

嶽下：新入会員自己紹介、楽しみにしています。

辻（一）：衣替えをと思っていると、今日夕刻から冷える
そうです。困ったことです。独り身には・・・

下岡：桜咲き出しましたね！

前田：先々週、中国の高地4,500メートルまで登り、体
調崩しました。

檜皮：小林会員、植屋会員、自己紹介楽しみにしており
ます。

上山：桜が咲きましたね！

村橋：春ですね。ニコニコ

北村（薫）：ホームクラブ欠席のお詫び

栗山：花粉、スギの次はヒノキがとびます。ご注意を！

佐賀野：お久しぶりです。出来るだけ出席頑張ります。
ニコニコ

杉村：暖かくなりました。

本日合計 : ￥42,000
累　計 : ￥1,773,471
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●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 32名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 91.42 %
2月21日の修正出席率 88.57 %

●メイクアップ
上山 英雄   2 月19日 八尾中央RC

●誕生日
上山 英雄 ［  4 日］
北村 　薫 ［14日］
上瀬 　匠 ［16日］
佐賀野 雅行 ［23日］
戸田 佳孝 ［28日］

●事業所設立記念
村上 俊二 株式会社サンキ［昭和43年］
金森 市造 金森歯科医院［昭和47年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊統 小林俊明法律事務所［昭和58年］
木村 眞敏 木村眞敏法律事務所［昭和60年］
佐賀野 雅行 株式会社ミヤビグループ［平成  2 年］
満村 和宏 堂島総合法律事務所［平成  5 年］

●結婚記念日
安達 昌弘 ［  2 日］
栗山 博道 ［  8 日］
吉田 　了 ［  8 日］

Congratulations!4月のお祝い4月のお祝い

本日のソング委員  下岡 陽一郎会員


