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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  
広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「鹿島開発について」 

茨城県議会議員 西條 昌良様 

前回例会報告（２月１４日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジターなし  

会長挨拶 

２月１２日、７名（高橋宏資会員、宮内龍雄

会員、信太秀紀会員、石毛充会員、宮内秀章会

員、寺内忠正会員、私）にてサウス・ダバオロ

ータリークラブ５０周年記念式典に出席してま

いりました。２泊３日の強行軍で昨日夜中に帰

宅しました。ダバオ盲学校訪問も行い非常にい

い経験をさせていただきました。当日に急きょ

英語でスピーチすることになり、朝から練習し

ました。折角ですので、例会で披露させていた

だきます。また会報には日本語で書かせていた

だきますのでご了承ください。 

南ダバオロータリークラブ創立５０周年 

お祝いのご挨拶 

 サウス・ダバオロータリークラブの皆様、創立５０周

年を迎えられ、誠におめでとうございます。心よりお祝い

申し上げます。本日は銚子ロータリークラブより、７名で

お祝いに駆けつけさせていただきました。 

 サウス・ダバオロータリークラブは、フィリピンの大都市

ダバオにおいて、半世紀にも渡り地域と国際社会に貢

献する活動をされています。特に、ダバオ盲学校への

運営支援、恵まれない子供たちへの炊き出しなどの

活動は、頭の下がる思いです。 

 銚子ロータリークラブも、ダバオ盲学校の支援をご一

緒させていただきました。２０１３年３月に初訪問し計４

回の訪問、そして２０１５年１１月の盲学校チャリティコン

サートの感動は、今も忘れることができません。この貴

重な経験は、貴クラブのお陰であると感謝申し上げま

す。又、２０１５年８月には銚子 RC の例会に多数出席

していただき、いい思い出として残っています。そして当

クラブ創立６０周年に際し、楽しいビデオレターもいただ

き、式典で披露させていただきました。 

これからも、ダバオと銚子、距離は離れていますが、

益々の友好関係を築いてまいりたいと存じます。最後

になりますが、南ダバオロータリークラブの今後益々の

ご発展、フィリピンと日本の平和をお祈りし、お祝いの挨

拶とさせていただきます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

この後国際奉仕委員会信太秀紀副委員長より

委員会報告にてダバオの報告を、２月２８日の

例会では２名による卓話でくわしく報告させて

いただきますのでご期待下さい。 

 さて本日の卓話は新入会員泉英伸さんです。
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職業は専門職中の専門職弁護士さん、かつてガ

バナーを務められました小原美紀さん以来だと

思います。これで銚子クラブの幅もぐっと広ま

った感じがします。泉さんの卓話とこれからの

ご活躍を期待しまして会長挨拶とします。 

幹事報告 
【週報拝受】 

波崎ＲＣ、館山ＲＣ 

1. RLI パートⅢ開催のご

案内 

2. 地区大会諸事お知ら

せ・駐車場のご案内 

…ガバナー事務所 

3. 会長エレクト研修セミナーご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

4. ２０１８年国際ロータリー年次大会参加旅行

募集のご案内       …東日観光㈱ 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

２月１４日(水)定款第８条第１節Ｃにより休会 

  ２８日(水)２５日地区大会に振替のため休会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

木曽 功会員(2月 11日) 

☆結婚記念日 金婚式おめでとうございます。 

堀米 秀和会員(2月 13日） 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧松本会長・信太国際奉仕副委員長 

高橋宏資会員・宮内龍雄会員・宮内秀章会員 

石毛充会員・寺内会員 

11 日～13 日

と友好クラ

ブのサウス

ダバオＲＣ

創立５０周

年記念式典

に無事、７名

で出席して

来ました。また式典での松本会長の英語でのス

ピーチ最高でした。皆様のおかげで無事帰って

来ました。有難うございました。 

 

卓  話 

「新入会員卓話」  泉 英伸会員  

皆様こんにちは。銚子商工会館３階で「銚子

総合法律事務所」の弁護士をしている泉英伸で

す。 

実は，去年の３月に「弁護士法人」となりまし

た。法人名は，「東京ハレノヒ法律事務所」です。

今年の１月に有名になった某「はれのひ」と同

じですが，こちらはカタカナです。銚子総合法

律事務所が主たる事務所で，従たる事務所とし

て東急田園都市線の駒澤大学駅すぐに世田谷駒

沢オフィスがあります。ウェブ対策の意味もあ

って，「東京」となっておりますが，東京ディズ

ニーランドを真似たわけではありません。 

秋田県の男鹿半島で生まれ，１０歳の時に石油

会社に勤めていた父親の転勤で，岡山県倉敷市

に引っ越し，１８歳の時に大学入学のため東京

に行きました。会長と同じ大学を卒業後，アル

バイトをしながら司法試験の勉強を始めました

が，受からないまま，司法試験の大手予備校で

働くことになりました。択一模試や論文答練の

問題や解説レジュメを作成したり，入門講座の

運営や書籍出版等の仕事で年５００万円前後の

収入はあったので生活は安定していましたが，

１０年以上論文試験に合格しませんでした。こ

こで，司法試験について簡単に説明すると，５

月に択一試験（合格割合は 1/5～1/6），７月に論

文試験（合格割合は 1/6～1/7）があり，論文試

験に通ると１０月に口述試験もありますが，ほ

ぼ合格となります。当時の最終合格率は２.５～

３％でした。 

ただ、最後の方では、別の道を考えたこともあ

り、会計簿記に数か月間熱中したこともありま

した。 
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平成１４年に合格することができ，１年半の司

法修習を経て，平成１６年から第一東京弁護士

会の都市型公設事務所「弁護士法人渋谷シビッ

ク法律事務所」に勤務し、弁護士過疎地域に行

くための準備をしました。 

平成１８年３月、「銚子ひまわり基金法律事務所」

を開設して，平成２２年に定着するに際し「銚

子総合法律事務所」へと改称し現在に至ってお

ります。 

ひまわり基金法律事務所は，弁護士過疎地域に

開所される公設事務所ですが，各都道府県の単

位会（千葉県弁護士会），日本弁護士連合会、関

東弁護士会連合会の三会の協力援助を受けて弁

護士自身が開設するもので，平成１２年に島根

県浜田市に誕生して以降，全国１１７箇所に設

置されましたが，うち６６事務所が任期終了後

に定着（一般事務所化）しています。 

私自身は，千葉県にも銚子にも特に縁はなかっ

たのですが，妻の実家が千葉県市原市にあった

こともあって，千葉県弁護士会が銚子にひまわ

り基金法律事務所の設置を募集した際に，私が

手を挙げました。 

私は，ロータリークラブに誘って頂いたことに

とても感謝しています。なぜなら，弁護士は，

ロータリークラブの行動基準である「真実かど

うか」を探求する仕事であって，また，相談者

は不公平・不当な扱いによる悩みを抱えて，弁

護士は「みんなに公平かどうか」を常に考える

べきものです。また，依頼者との間に「好意と

友情」とは少しニュアンスが異なるものの信頼

関係を深めることがとても大切です。 

そして，私が司法試験合格後にどんな弁護士に

なりたいかを考えたとき，人のためになる弁護

士でありたいと思ったことが銚子ひまわり基金

法律事務所の開設につながっているのです。「み

んなのためになるかどうか」は今後も私にとっ

て最重要な行動基準であると考えています。 

委員会報告     
「サウスダバオＲＣ５０周年式典に参加して」 

信太 秀紀国際奉仕副委員長 

平成３０年２月１１日より

３日間、フィリッピンのダバ

オへ盲学校支援に行って参り

ました。銚子から現地まで、

乗継ぎの待ち時間を含め、行

きは１６時間、帰りは１４時

間と、気が遠くなるような強

行軍でした。実質的な支援活

動は２月１２日の朝９：００から開始しました。

まずは支

援させて

いただい

ている、

盲学校へ

の訪問で、

素晴らし

い演奏で

僕たちを

迎えてくれました。いつもと違ったのは日本の歌、

花＊花の「さよなら大好きな人」という曲を演奏

してくれたことでした。目の不自由な女の子が素

晴らしい声で「最後に笑顔を覚えておくため 涙

よお願い止まって さよなら大好きな人」と、日

本語で歌うのですからたまりません。男７人のロ

ータリアンは全員号泣したのでした。その後、ド

ゥテルテ大統領の自宅を見学し、中華料理店で昼

食をごちそうになり、いよいよサウスダバオロー

タリークラブ５０周年式典です。このセレモニー

では会長挨拶の後、すぐにアトラクションがあり、

次のガバナー挨拶のあともまたアトラクションで

した。それもアクトから年輩のロータリアンまで

一緒になって音楽に合わせて踊るのです。この日

のために全員で何日も練習したそうです。朝から

緊張し続けた松本会長の英語スピーチは、結局開

会３時間半後でした。銚子 RC は２２時頃、中座

させていただきましたが、この式典が終了したの

は、翌朝の 1 時だったそうであります。恐るべし

SDRC！翌朝ロータリアンの皆さんに見送られな

がら、ダバオを後にしました。おかげさまで感動

と充実の３日間を過ごすことができました。大歓

待してくれたサウスダバオロータリークラブの皆

さん、そして今回の支援に協力してくれた銚子 RC

の皆さんに心から感謝申し上げます。 
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クラブ協議会 １３：４０～ 

例会終了後、高橋宏資パスト会長をリーダーに

迎え、第６回クラブ協議会が開催されました。 

（五大奉仕、小委員長による活動・中間報告発表） 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名  

出席計算３６名  

出 席：２７名 欠席：９名  

出席率 ７５.００％ 

欠席：青野君・金子君・木曽君・永澤君 

高瀬君・富永君・鈴木君・高橋宏明君 

遠山君 

 

【Ｍ Ｕ】 

2/13銚子東ＲＣ 金島君 

2/15波崎ＲＣ  小林君・松本君・島田君 

2/17～18ＲＹＬＡセミナー 丸山君 
 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 14,000 計 ￥402,250 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥ 34,726 

米山 BOX ￥  2,560 計 ￥ 36,568  

希望の風 ￥ ― 計 ￥207,201 

次週のプログラム（２月２８日） 

「サウスダバオＲＣ５０周年」 

  石毛  充会員 

寺内 忠正会員 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 １７-１８年度地区大会 

2/25（日）点鐘９時３０分 

会場：ホテルニューオータニ幕張 

 

バス乗車場所のお知らせ 

銚子市体育館前   ６時３０分出発 

銚子駅丸通駐車場前 ６時４０分  

本城 小僧寿し前  ６時４５分 

芦崎町 ヤックス前 ６時５５分 

ふれあいパーク八日市場  

７時４０分出発です。 
 

※朝食：おにぎり１個、飲み物を用意します。 

 

 

 

 

 

 

 


