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本日　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

次週　６月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2378回　例会報告／平成30年５月23日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
梅雨になったような天気
です。私は血圧が高い関
係もあって、春先とこの
時季と秋口には肩が凝っ
てたまりません。

　日大の選手の記者会見がありましたが、な
かなか正直に話したのではないかと思います。
政府や財務省は、本心を話しているのでしょ
うか。
　私の挨拶もあと少しになりました。
　米山先生は、昭和９（1934）年、実業界の
第一線を引いて、三井報恩会に専念します。
昭和15年から17年には、青森から沖縄までの
数カ所にあった、ハンセン病施設を一人一人
にお土産を持って訪ねています。また、この
ころ国民病と言われた結核の療養所もつくり
ます。私も小学校６年と中学２年のちょうど
運動したい時期に結核になり、あまり運動が
できませんでした。野球が大好きですが、今
も見る方です。
　昭和９年当時は景気が悪くて、米山先生は
貧しい人たちを救うため、農村が発展するよ
うにお金を出します。東北地方に、ニュージ
ーランドから羊を5000頭以上輸入して、農家
に飼わしたそうです。その中の一つである、
青森県東津軽郡には米山先生の記念碑が建っ

ています。
　昭和15年には日支事変が起き、ロータリー
クラブの方針である、多くの国と仲良く、お
互いの国の良さを認める国際性が日本の軍部
によって弾圧され、ロータリークラブはやむ
なく解散します。昭和15年９月11日、米山先
生72歳のとき「こんなにつらい気持ちで語ら
なければならないのは、ロータリークラブが
日本に来て20年経つが初めてである」という
言葉で始まった、解散宣言がなされます。
　ちなみに、高知ＲＣは1940年８月に国際
ロータリーから脱退という記録が残っていま
す。ただ、戦争中も水曜クラブと名前を変え
て活動は続けていたようです。
　昭和24（1949）年、日本のロータリーは国
際ロータリーに復帰しますが、米山先生は昭
和21年４月28日、故郷の長泉村の別荘で療養
中に亡くなっています。78歳でした。そのた
め、米山先生は日本のロータリーが復帰した
ことも、米山記念奨学金のこともご存知ない
わけです。
　本日の卓話は「私の履歴書」と題して、西
村美香会員のお話を伺います。
◇会　長　報　告
・先週の土日に、尼崎で田中毅さん主催の

「源流の会」が開催され、私と浦田さん、
中平さん、猿田さんの４人で参加し、フレ
デリック・シェルドンのことを学んできま
した。そこで、12月２日㈰に高知において、
この会の開催が決定し、４人で準備をする
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ことになりました。多くの方の出席をよろ
しくお願いします。

　ニコニコ箱の取り扱いについて。当クラブ
では以前、多いときはニコニコ箱から195
万を一般会計に振り替えていましたが、現
在は、大体120万円の振り替えになってい
ます。会費との絡みもありますが、これが
ずっと続いていくというのはいかがなもの

か。徐々に減していく努力をしてはどう
か。今後、会長経験者等々にもご意見をお
聞きしたいと思いますのでよろしくお願い
します。

◇幹　事　報　告
・今夜、現新のクラブ協議会を18時半から城

西館にて行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　昨年６月に入会して、まもなく１年が経と
うとしています。
　私は昭和49年大阪市に生まれました。父は
大阪で大叔母が経営する会社に勤めていまし
たが、長男ということで、私が６歳のとき
に、どろめ祭りと絵金で有名な香南市赤岡町
の実家に帰ってきました。小学校時代の私
は、４年生からブラスバンド部に入り、４年
でトランペット、５、６年はアルトホルンを
担当、音楽が大好きになり、中学・高校でも
吹奏楽部に所属してクラリネットを担当して
いました。
　吹奏楽の世界では、朝日新聞社主催吹奏楽
コンクールの秋の全国大会を目指して、運動
部に負けないほどのハードな練習をしていま
した。みんなで目標に向かって一つになると
いう醍醐味を吹奏楽を通して経験しました。
　高校１年のとき音大に進みたいと考えるよ
うになり、学校帰りにはクラリネットやピア
ノ等、音大受験に必要な個人レッスンを受け
ていました。ただ、音大受験のために始めた
ピアノでしたので、高校生の私が幼稚園児の
弾くような曲を習う今さら感と、果たして受
験に間に合うだろうかという焦燥感から、音
楽は趣味で続けようと決めて同志社大学法学
部に進学しました。
　大学では、テニスサークルに入ってごくご

く一般的な学生生活を送っていましたが、２
回生のとき、親戚などから司法試験を受ける
のか、弁護士になるのかというプレッシャー
がありました。私は法学部と言っても政治学
科の専攻でしたので、法律科目は一切履修し
ておらず、旅行が好きだったので旅行会社に
就職したいと考えていました。しかし、世の
中はバブルもはじけて、先輩たちは就職活動
に苦労しているし、友達も何か資格を取った
方がいいのではと勉強を始めている時期でも
ありました。
　1995年１月17日、午前５時46分、阪神大震
災が起きました。京都は震度５。私の部屋で
もクローゼットの上に置いてあったスーツケ
ースが飛び、食器棚に当たって食器が割れま
した。そのとき、被害に遭われた方の借地借
家の問題や住宅ローン、相続の問題などにつ
いて、司法書士会が無料法律相談会をします
というＣＭをよく見ました。司法書士という
仕事も、人を助けることができるんだと知っ
た私は一念発起して、司法書士の資格を取得
するために予備校に通うことにしました。卒
業までの１年半、就職活動は一切せず、卒業
後は香南市の実家に戻って通信教育に切り替
えて、アルバイトをしながら勉強しました。
　無事、司法書士試験に合格できたのが平成
11年、25歳でした。実務経験を積むためにあ
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５月23日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　次年度１年間「ロータリーの友」
の理事を務めます。
 ● 石川　健　３月には弊社西野をRYLA研修
に参加させていただきありがとうございまし
た。また、先週はRYLAの報告をさせていた
だきました。本人もこの研修が大変勉強に
なったと、仕事に励んでおります。レイチェ
ルが我が家へ来て３週間。家内とときどき本
当の親子のように、部屋を片付けなさい、早
くお風呂に入りなさい（家内）。レイチェル
は、は～いと返事はよいがなかなか動きませ
ん（笑）。が、そつなくやっています。夜も
11時には寝て、７時にはちゃんと起きてきま
す。日本語も大体通じますし、食べるものも
和洋中何でもほとんど食べます。あと１ヵ月

何事もないように気を付けて、ホストファミ
リー生活を楽しみます。
 ● 土居祐三　皆さまのご協力のお陰で、何と
か会員数プラスで終われそうです。ありがと
うございます。
 ● 西森やよい　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。６月６日、委員会発表も欠席に
より前川さんにお願いすることにしておりま
す。申しわけありません。西村美香さん、卓
話お疲れ様でした。初めて知りましたが、私
も昭和49大阪生まれ、私の父も同志社で、ま
すます親しみ深く感じました。これからもど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 鬼田知明　西村さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。
 ● 西村美香　私の履歴書、きんちょーしまし
た！
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西村　美香 会員

ちこちの司法書士事務所に電話して、じゃあ
話を聞きに来るかと言ってもらったのが、当
クラブの中越会員のお父様でした。中越事務
所で司法書士補助者として働くことになった
のですが、ここからが人生で一番の試練の道
でした。中越先生からは日々、司法書士とし
ての責任の重さを徹底的に叩き込まれ、２年
間ほぼ毎日泣いていました。ただ、すごく愛
情深い一面もあって、娘のようにも可愛がっ
てもらいました。息子の清君が弁理士の道に
進んだため、私を後継者にと厳しくも温かい
指導をしてくれたお陰で、今の私があると
思っています。現在、自分が新人司法書士を
指導する立場になって、中越先生の気持ちが
分かるようになりましたが、人を育てるのは
難しいなと感じる毎日です。
　私が事務所を引き継いだ後の名前も、円満
に解決する。丸く収めるという意味で、丸い
ロゴマークでも作って「円（まどか）司法書
士事務所」にしたらどうかと考えてくださっ
て、平成21年２月事務所名を変更しました。
　司法書士の仕事のメインは登記業務です。

あとは多重債務問題。父親の事業の借入保証
人になり、強引な取り立てに疲弊しきった若
い女性からの相談や、認知症で判断能力が低
下したり、知的障害のある方の後見人に就任
して財産管理を行う成年後見業務。最近は、
今話題の空き家問題が絡んだ相談もあります。
　私は、ロータリーに西村美香の名前で登録
していますが、本当は野口美香です。私は結
婚が遅くて37歳でした。それまで、仕事も12
年ほどしていましたし、旧姓の字画がすごく
いいと言われていましたので、験担ぎの意味
もあって、仕事上は西村を残しています。主
人は土地家屋調査士で、竹村会員の事務所で
修業させていただいています。子どもは今年
小学校に入学した長男と３歳の次男です。子
どもたちはどんどん成長していくので、その
ときそのときに立ち会って、成長を見守って
いきたいと思っています。育児、仕事、家事
と追い立てられていて、ロータリー活動が困
難なときもあると思いますが、頑張っていき
たいと思います。これからもどうぞよろしく
お願いします。　
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事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.5」
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長期交換留学生歓迎会
2018年５月16日㈬　於：得月樓
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吹奏楽部に所属してクラリネットを担当して
いました。
　吹奏楽の世界では、朝日新聞社主催吹奏楽
コンクールの秋の全国大会を目指して、運動
部に負けないほどのハードな練習をしていま
した。みんなで目標に向かって一つになると
いう醍醐味を吹奏楽を通して経験しました。
　高校１年のとき音大に進みたいと考えるよ
うになり、学校帰りにはクラリネットやピア
ノ等、音大受験に必要な個人レッスンを受け
ていました。ただ、音大受験のために始めた
ピアノでしたので、高校生の私が幼稚園児の
弾くような曲を習う今さら感と、果たして受
験に間に合うだろうかという焦燥感から、音
楽は趣味で続けようと決めて同志社大学法学
部に進学しました。
　大学では、テニスサークルに入ってごくご

く一般的な学生生活を送っていましたが、２
回生のとき、親戚などから司法試験を受ける
のか、弁護士になるのかというプレッシャー
がありました。私は法学部と言っても政治学
科の専攻でしたので、法律科目は一切履修し
ておらず、旅行が好きだったので旅行会社に
就職したいと考えていました。しかし、世の
中はバブルもはじけて、先輩たちは就職活動
に苦労しているし、友達も何か資格を取った
方がいいのではと勉強を始めている時期でも
ありました。
　1995年１月17日、午前５時46分、阪神大震
災が起きました。京都は震度５。私の部屋で
もクローゼットの上に置いてあったスーツケ
ースが飛び、食器棚に当たって食器が割れま
した。そのとき、被害に遭われた方の借地借
家の問題や住宅ローン、相続の問題などにつ
いて、司法書士会が無料法律相談会をします
というＣＭをよく見ました。司法書士という
仕事も、人を助けることができるんだと知っ
た私は一念発起して、司法書士の資格を取得
するために予備校に通うことにしました。卒
業までの１年半、就職活動は一切せず、卒業
後は香南市の実家に戻って通信教育に切り替
えて、アルバイトをしながら勉強しました。
　無事、司法書士試験に合格できたのが平成
11年、25歳でした。実務経験を積むためにあ
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５月23日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　次年度１年間「ロータリーの友」
の理事を務めます。
 ● 石川　健　３月には弊社西野をRYLA研修
に参加させていただきありがとうございまし
た。また、先週はRYLAの報告をさせていた
だきました。本人もこの研修が大変勉強に
なったと、仕事に励んでおります。レイチェ
ルが我が家へ来て３週間。家内とときどき本
当の親子のように、部屋を片付けなさい、早
くお風呂に入りなさい（家内）。レイチェル
は、は～いと返事はよいがなかなか動きませ
ん（笑）。が、そつなくやっています。夜も
11時には寝て、７時にはちゃんと起きてきま
す。日本語も大体通じますし、食べるものも
和洋中何でもほとんど食べます。あと１ヵ月

何事もないように気を付けて、ホストファミ
リー生活を楽しみます。
 ● 土居祐三　皆さまのご協力のお陰で、何と
か会員数プラスで終われそうです。ありがと
うございます。
 ● 西森やよい　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。６月６日、委員会発表も欠席に
より前川さんにお願いすることにしておりま
す。申しわけありません。西村美香さん、卓
話お疲れ様でした。初めて知りましたが、私
も昭和49大阪生まれ、私の父も同志社で、ま
すます親しみ深く感じました。これからもど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 鬼田知明　西村さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。
 ● 西村美香　私の履歴書、きんちょーしまし
た！
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西村　美香 会員

ちこちの司法書士事務所に電話して、じゃあ
話を聞きに来るかと言ってもらったのが、当
クラブの中越会員のお父様でした。中越事務
所で司法書士補助者として働くことになった
のですが、ここからが人生で一番の試練の道
でした。中越先生からは日々、司法書士とし
ての責任の重さを徹底的に叩き込まれ、２年
間ほぼ毎日泣いていました。ただ、すごく愛
情深い一面もあって、娘のようにも可愛がっ
てもらいました。息子の清君が弁理士の道に
進んだため、私を後継者にと厳しくも温かい
指導をしてくれたお陰で、今の私があると
思っています。現在、自分が新人司法書士を
指導する立場になって、中越先生の気持ちが
分かるようになりましたが、人を育てるのは
難しいなと感じる毎日です。
　私が事務所を引き継いだ後の名前も、円満
に解決する。丸く収めるという意味で、丸い
ロゴマークでも作って「円（まどか）司法書
士事務所」にしたらどうかと考えてくださっ
て、平成21年２月事務所名を変更しました。
　司法書士の仕事のメインは登記業務です。

あとは多重債務問題。父親の事業の借入保証
人になり、強引な取り立てに疲弊しきった若
い女性からの相談や、認知症で判断能力が低
下したり、知的障害のある方の後見人に就任
して財産管理を行う成年後見業務。最近は、
今話題の空き家問題が絡んだ相談もあります。
　私は、ロータリーに西村美香の名前で登録
していますが、本当は野口美香です。私は結
婚が遅くて37歳でした。それまで、仕事も12
年ほどしていましたし、旧姓の字画がすごく
いいと言われていましたので、験担ぎの意味
もあって、仕事上は西村を残しています。主
人は土地家屋調査士で、竹村会員の事務所で
修業させていただいています。子どもは今年
小学校に入学した長男と３歳の次男です。子
どもたちはどんどん成長していくので、その
ときそのときに立ち会って、成長を見守って
いきたいと思っています。育児、仕事、家事
と追い立てられていて、ロータリー活動が困
難なときもあると思いますが、頑張っていき
たいと思います。これからもどうぞよろしく
お願いします。　
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長期交換留学生歓迎会
2018年５月16日㈬　於：得月樓
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本日　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

次週　６月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2378回　例会報告／平成30年５月23日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
梅雨になったような天気
です。私は血圧が高い関
係もあって、春先とこの
時季と秋口には肩が凝っ
てたまりません。

　日大の選手の記者会見がありましたが、な
かなか正直に話したのではないかと思います。
政府や財務省は、本心を話しているのでしょ
うか。
　私の挨拶もあと少しになりました。
　米山先生は、昭和９（1934）年、実業界の
第一線を引いて、三井報恩会に専念します。
昭和15年から17年には、青森から沖縄までの
数カ所にあった、ハンセン病施設を一人一人
にお土産を持って訪ねています。また、この
ころ国民病と言われた結核の療養所もつくり
ます。私も小学校６年と中学２年のちょうど
運動したい時期に結核になり、あまり運動が
できませんでした。野球が大好きですが、今
も見る方です。
　昭和９年当時は景気が悪くて、米山先生は
貧しい人たちを救うため、農村が発展するよ
うにお金を出します。東北地方に、ニュージ
ーランドから羊を5000頭以上輸入して、農家
に飼わしたそうです。その中の一つである、
青森県東津軽郡には米山先生の記念碑が建っ

ています。
　昭和15年には日支事変が起き、ロータリー
クラブの方針である、多くの国と仲良く、お
互いの国の良さを認める国際性が日本の軍部
によって弾圧され、ロータリークラブはやむ
なく解散します。昭和15年９月11日、米山先
生72歳のとき「こんなにつらい気持ちで語ら
なければならないのは、ロータリークラブが
日本に来て20年経つが初めてである」という
言葉で始まった、解散宣言がなされます。
　ちなみに、高知ＲＣは1940年８月に国際
ロータリーから脱退という記録が残っていま
す。ただ、戦争中も水曜クラブと名前を変え
て活動は続けていたようです。
　昭和24（1949）年、日本のロータリーは国
際ロータリーに復帰しますが、米山先生は昭
和21年４月28日、故郷の長泉村の別荘で療養
中に亡くなっています。78歳でした。そのた
め、米山先生は日本のロータリーが復帰した
ことも、米山記念奨学金のこともご存知ない
わけです。
　本日の卓話は「私の履歴書」と題して、西
村美香会員のお話を伺います。
◇会　長　報　告
・先週の土日に、尼崎で田中毅さん主催の

「源流の会」が開催され、私と浦田さん、
中平さん、猿田さんの４人で参加し、フレ
デリック・シェルドンのことを学んできま
した。そこで、12月２日㈰に高知において、
この会の開催が決定し、４人で準備をする

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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ことになりました。多くの方の出席をよろ
しくお願いします。

　ニコニコ箱の取り扱いについて。当クラブ
では以前、多いときはニコニコ箱から195
万を一般会計に振り替えていましたが、現
在は、大体120万円の振り替えになってい
ます。会費との絡みもありますが、これが
ずっと続いていくというのはいかがなもの

か。徐々に減していく努力をしてはどう
か。今後、会長経験者等々にもご意見をお
聞きしたいと思いますのでよろしくお願い
します。

◇幹　事　報　告
・今夜、現新のクラブ協議会を18時半から城

西館にて行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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くお風呂に入りなさい（家内）。レイチェル
は、は～いと返事はよいがなかなか動きませ
ん（笑）。が、そつなくやっています。夜も
11時には寝て、７時にはちゃんと起きてきま
す。日本語も大体通じますし、食べるものも
和洋中何でもほとんど食べます。あと１ヵ月

何事もないように気を付けて、ホストファミ
リー生活を楽しみます。
 ● 土居祐三　皆さまのご協力のお陰で、何と
か会員数プラスで終われそうです。ありがと
うございます。
 ● 西森やよい　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。６月６日、委員会発表も欠席に
より前川さんにお願いすることにしておりま
す。申しわけありません。西村美香さん、卓
話お疲れ様でした。初めて知りましたが、私
も昭和49大阪生まれ、私の父も同志社で、ま
すます親しみ深く感じました。これからもど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 鬼田知明　西村さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。
 ● 西村美香　私の履歴書、きんちょーしまし
た！
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西村　美香 会員

ちこちの司法書士事務所に電話して、じゃあ
話を聞きに来るかと言ってもらったのが、当
クラブの中越会員のお父様でした。中越事務
所で司法書士補助者として働くことになった
のですが、ここからが人生で一番の試練の道
でした。中越先生からは日々、司法書士とし
ての責任の重さを徹底的に叩き込まれ、２年
間ほぼ毎日泣いていました。ただ、すごく愛
情深い一面もあって、娘のようにも可愛がっ
てもらいました。息子の清君が弁理士の道に
進んだため、私を後継者にと厳しくも温かい
指導をしてくれたお陰で、今の私があると
思っています。現在、自分が新人司法書士を
指導する立場になって、中越先生の気持ちが
分かるようになりましたが、人を育てるのは
難しいなと感じる毎日です。
　私が事務所を引き継いだ後の名前も、円満
に解決する。丸く収めるという意味で、丸い
ロゴマークでも作って「円（まどか）司法書
士事務所」にしたらどうかと考えてくださっ
て、平成21年２月事務所名を変更しました。
　司法書士の仕事のメインは登記業務です。

あとは多重債務問題。父親の事業の借入保証
人になり、強引な取り立てに疲弊しきった若
い女性からの相談や、認知症で判断能力が低
下したり、知的障害のある方の後見人に就任
して財産管理を行う成年後見業務。最近は、
今話題の空き家問題が絡んだ相談もあります。
　私は、ロータリーに西村美香の名前で登録
していますが、本当は野口美香です。私は結
婚が遅くて37歳でした。それまで、仕事も12
年ほどしていましたし、旧姓の字画がすごく
いいと言われていましたので、験担ぎの意味
もあって、仕事上は西村を残しています。主
人は土地家屋調査士で、竹村会員の事務所で
修業させていただいています。子どもは今年
小学校に入学した長男と３歳の次男です。子
どもたちはどんどん成長していくので、その
ときそのときに立ち会って、成長を見守って
いきたいと思っています。育児、仕事、家事
と追い立てられていて、ロータリー活動が困
難なときもあると思いますが、頑張っていき
たいと思います。これからもどうぞよろしく
お願いします。　
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本日　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

次週　６月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2378回　例会報告／平成30年５月23日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
梅雨になったような天気
です。私は血圧が高い関
係もあって、春先とこの
時季と秋口には肩が凝っ
てたまりません。

　日大の選手の記者会見がありましたが、な
かなか正直に話したのではないかと思います。
政府や財務省は、本心を話しているのでしょ
うか。
　私の挨拶もあと少しになりました。
　米山先生は、昭和９（1934）年、実業界の
第一線を引いて、三井報恩会に専念します。
昭和15年から17年には、青森から沖縄までの
数カ所にあった、ハンセン病施設を一人一人
にお土産を持って訪ねています。また、この
ころ国民病と言われた結核の療養所もつくり
ます。私も小学校６年と中学２年のちょうど
運動したい時期に結核になり、あまり運動が
できませんでした。野球が大好きですが、今
も見る方です。
　昭和９年当時は景気が悪くて、米山先生は
貧しい人たちを救うため、農村が発展するよ
うにお金を出します。東北地方に、ニュージ
ーランドから羊を5000頭以上輸入して、農家
に飼わしたそうです。その中の一つである、
青森県東津軽郡には米山先生の記念碑が建っ

ています。
　昭和15年には日支事変が起き、ロータリー
クラブの方針である、多くの国と仲良く、お
互いの国の良さを認める国際性が日本の軍部
によって弾圧され、ロータリークラブはやむ
なく解散します。昭和15年９月11日、米山先
生72歳のとき「こんなにつらい気持ちで語ら
なければならないのは、ロータリークラブが
日本に来て20年経つが初めてである」という
言葉で始まった、解散宣言がなされます。
　ちなみに、高知ＲＣは1940年８月に国際
ロータリーから脱退という記録が残っていま
す。ただ、戦争中も水曜クラブと名前を変え
て活動は続けていたようです。
　昭和24（1949）年、日本のロータリーは国
際ロータリーに復帰しますが、米山先生は昭
和21年４月28日、故郷の長泉村の別荘で療養
中に亡くなっています。78歳でした。そのた
め、米山先生は日本のロータリーが復帰した
ことも、米山記念奨学金のこともご存知ない
わけです。
　本日の卓話は「私の履歴書」と題して、西
村美香会員のお話を伺います。
◇会　長　報　告
・先週の土日に、尼崎で田中毅さん主催の

「源流の会」が開催され、私と浦田さん、
中平さん、猿田さんの４人で参加し、フレ
デリック・シェルドンのことを学んできま
した。そこで、12月２日㈰に高知において、
この会の開催が決定し、４人で準備をする
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ことになりました。多くの方の出席をよろ
しくお願いします。

　ニコニコ箱の取り扱いについて。当クラブ
では以前、多いときはニコニコ箱から195
万を一般会計に振り替えていましたが、現
在は、大体120万円の振り替えになってい
ます。会費との絡みもありますが、これが
ずっと続いていくというのはいかがなもの

か。徐々に減していく努力をしてはどう
か。今後、会長経験者等々にもご意見をお
聞きしたいと思いますのでよろしくお願い
します。

◇幹　事　報　告
・今夜、現新のクラブ協議会を18時半から城

西館にて行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　昨年６月に入会して、まもなく１年が経と
うとしています。
　私は昭和49年大阪市に生まれました。父は
大阪で大叔母が経営する会社に勤めていまし
たが、長男ということで、私が６歳のとき
に、どろめ祭りと絵金で有名な香南市赤岡町
の実家に帰ってきました。小学校時代の私
は、４年生からブラスバンド部に入り、４年
でトランペット、５、６年はアルトホルンを
担当、音楽が大好きになり、中学・高校でも
吹奏楽部に所属してクラリネットを担当して
いました。
　吹奏楽の世界では、朝日新聞社主催吹奏楽
コンクールの秋の全国大会を目指して、運動
部に負けないほどのハードな練習をしていま
した。みんなで目標に向かって一つになると
いう醍醐味を吹奏楽を通して経験しました。
　高校１年のとき音大に進みたいと考えるよ
うになり、学校帰りにはクラリネットやピア
ノ等、音大受験に必要な個人レッスンを受け
ていました。ただ、音大受験のために始めた
ピアノでしたので、高校生の私が幼稚園児の
弾くような曲を習う今さら感と、果たして受
験に間に合うだろうかという焦燥感から、音
楽は趣味で続けようと決めて同志社大学法学
部に進学しました。
　大学では、テニスサークルに入ってごくご

く一般的な学生生活を送っていましたが、２
回生のとき、親戚などから司法試験を受ける
のか、弁護士になるのかというプレッシャー
がありました。私は法学部と言っても政治学
科の専攻でしたので、法律科目は一切履修し
ておらず、旅行が好きだったので旅行会社に
就職したいと考えていました。しかし、世の
中はバブルもはじけて、先輩たちは就職活動
に苦労しているし、友達も何か資格を取った
方がいいのではと勉強を始めている時期でも
ありました。
　1995年１月17日、午前５時46分、阪神大震
災が起きました。京都は震度５。私の部屋で
もクローゼットの上に置いてあったスーツケ
ースが飛び、食器棚に当たって食器が割れま
した。そのとき、被害に遭われた方の借地借
家の問題や住宅ローン、相続の問題などにつ
いて、司法書士会が無料法律相談会をします
というＣＭをよく見ました。司法書士という
仕事も、人を助けることができるんだと知っ
た私は一念発起して、司法書士の資格を取得
するために予備校に通うことにしました。卒
業までの１年半、就職活動は一切せず、卒業
後は香南市の実家に戻って通信教育に切り替
えて、アルバイトをしながら勉強しました。
　無事、司法書士試験に合格できたのが平成
11年、25歳でした。実務経験を積むためにあ
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５月23日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会

◇出席率報告
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