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■幹事報告

幹事

鈴木

昌彦

１０月２２日の日本経済新聞朝刊全国版に一面でロータリーの広告が

本日もご出席いただきありがとうございます。回覧等については入口

掲載されました。昨年、日本のロータリー１００周年を迎えたことを契機

のキャビネットの上に掲示しています。メイクに行かれる方は他クラブの

にロータリーの活動を PRし、会員増強に繋げることを目的としています。

例会変更についてご確認をお願いいたします。例会欠席の際はメイク

今日はその記事を紹介させて戴きます。

の利用をお願いいたします。

１００周年を迎えられた東京ロータリークラブの他、大阪・名古屋・

11 月の炉辺会合開催を予定しています。テーマは会員増強になり

神戸・京都・横浜・札幌・福岡そしてこの記事のインタビューを務め

ます。また、新会員と親睦を深めることや退会会員数減少の防止に

た RI 理事・辰野克彦氏の東京西各ロータリークラブが協賛し実施し

繋がるような楽しい炉辺会合も会長が希望しております。

ました。辰野氏はロータリーの更なる発展を目指して、多様性を備えた
会員基盤づくりのために、若者や女性に参加を強く呼びかけました。

11 月は大幅に感染者数が減少したことから、Zoom 併用は中止と
いたしました。ご理解のほど、お願いいたします。

究極の目的は世界平和の実現です。そのために疾病の予防や治

12 月 21 日のクリスマス家族会の開催準備をしておりますが、今年

療、青少年育成、文化芸術振興支援など地域社会への奉仕活動を

度は参加者を会員のみとして開催を検討しております。詳細につきま

展開し、海外のロータリークラブと協力して発展途上国への飲料水の

しては、例会親睦委員会からご案内をしていただく予定です。

供給、識字率の向上、経済発展など幅広い分野でも支援をしています。
かつて１業種１会員制で各クラブの会員を増やし、各地域で職業を

【今月の例会予定】
11 月 16 日 11：45 〜 50 周年実行委員会開催

代表する者としてロータリーの会員になってきた長い経験があるため、

12：30 〜クラブ協議会①、指名委員選出

シニア世代の男性会員が多いのですが、1980 年代からようやく女性

11 月 23 日 休会

にも門戸が開かれました。現在は多様性のある会員基盤を目指し、女

11 月 30 日 卓話

性や若い世代の方々の入会を大いに歓迎しています。このことを踏ま
えて我がクラブの会員の皆様も会員増強の実現にご協力をお願い致し
ます。

11 月

日 炉辺会合 テーマ「会員増強」

【今後の例会予定】
12 月 7 日 慶祝、年次総会

日本最初のロータリークラブは１９２０年（大正９年）に創立された東

12 月 14 日 11：30 〜理事会⑤

京ロータリークラブで、続いて大阪、名古屋、神戸と全国に拡大し、

12 月 21 日 クリスマス例会

地域に密着した活動を展開し日本経済の高度成長とともに発展。６０

12 月 28 日 休会

年代には世界大会が初めて日本の東京で開催されました。また、日
本人として初めて国際ロータリー会長に東ヶ崎潔氏が、その後に向笠
廣次氏、田中作治氏が就任しました。現在、日本のロータリークラブ
数は２万２３２３、会員は８万４８１０人にのぼります。
日本を含む世界のロータリークラブ３万６千以上の集合体が国際ロー

■委員会報告
創立５０周年実行委員会開催のお知らせ
50周年実行委員会

タリーで、米国・シカゴに本部を置きます。国際ロータリー会長と会長
エレクト、選出された１７人の理事からなる理事会により運営されていま
す。辰野克彦理事はその一人となっています。
以上が日本経済新聞の「地球の課題

今、解決へ若い力とロー

実行委員長

足立

旬一

令和３年１１月１６日 午前１１時４５分より、実行委員会を開催いた
します。議案は、記念誌発行及び表紙選定。実行委員会解散につ
いてです。

タリークラブ」と題しての掲載記事の概略でした。

基金プログラム委員会報告
基金プログラム委員会 常任委員長

黒河内

彰子

１０月が米山月間でございましたが、寄付はまだ受け付けております
ので是非とも宜しくお願い致します。
１１月はロータリー財団月間でございます。一人当たりの目標額２００ド
ル以上を達成の為、ご協力をお願い致します。また、１１月２２日まで
に寄付申込書を事務局に返送していただけますようお願い致します。
今週の情報

本日のプログラム

クラブ協議会

次会のプログラム

休会
（祝日）

近隣クラブ例会情報等
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■イニシエーションスピーチ

若林

美佳

入会のきっかけは、私が一ノ瀬会長の事務所の近
くの相武台で行政書士事務所を開業しておりまして、
お声をかけていただきました。まだ私のようなものがロー
タリークラブに入会するのは恐れ多いと感じていました
が、前期行政書士会の相模原支部長を仰せつかっ
ており、同期の支部長だった、鈴木昌彦幹事と中村
好孝会員がいらっしゃったことや以前よりお世話に
なっていた徳久京子会長エレクトや社労士会の現支
部長である中村文子会員ともお会いでき、とても安心
感がありました。皆様のお仲間に加えていただき大変
ありがたいです。
７月の情報委員会で中村辰雄委員長のお話しで、東日本大震災の支援の
時のことを伺いとても感銘を受けました。私は、５年前相模原青年会議所を
卒業しました。現在は相模原法人会青年部会に所属しております。青年会
議所などの地域の団体に所属して良かったことは、色々ありますが一番心に
残っているのは災害時の支援活動でした。一昨年の東日本台風の際には、
行政書士会としての相談支援で現地に入り、大雨が続き避難警報が出てい
る中の支援となり不安ではありましたが、本当に困っている方々の声を行政に
伝える支援を致しました。支援したいけど支援方法がわからない人が大半の
中、ロータリアンになることで自分にできることを実践できる機会が増えるという
ことの有難さを感じています。これから学びを深めて、自分を含めみんなの人
生を豊かにするために進んでいきたいと思います。
私がこの仕事を始めたのは、２６歳の時で、平成１４年に行政書士登録を
いたしました。今年で丸１９年、来年の４月で２０周年を迎えます。
前職はガス器具メーカーのパロマという所で働いていました。会社が東京の広
尾にあり、実家の相武台から２時間近く満員電車での通勤にかかっていたの
で、もう電車に乗りたくないと考えて行政書士試験を受けて開業しました。もう
一つこちらの方が大きな理由ですが、その時期に父が病気で亡くなったことも
あり、母親に何かあったときにすぐに駆け付けられる距離で働きたいと思った
ことが転職を考えたきっかけでした。
我々行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認
可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事
実証明及び契約書の作成等を行います。大きくは２つに分類されます。
１. 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理
２. 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等
私は一つ目の許認可業務を取扱業務としています。建設業許可申請や
産廃、自動車解体業などの許認可や社会福祉法人や医療法人の設立など
をやっておりますが、外国人のビザ申請や帰化などの業務と自動車登録関
係は対応していません。私の専門は、保育所などの福祉施設の設置認可と
それをとりまく周辺の許認可です。取り扱っている人のあまりいない珍しい許
認可です。
この特殊な許認可を専門にした理由は、ご縁をいただいたからです。めぐ
りあわせの有難さを日々痛感しています。私が開業したての時に、異業種交
流会で出会った福祉関係の方が、福祉専門の行政書士がいないから、やっ
てほしいとアドバイスをいただきました。行政書士と言えば、建設業許可や産
廃の許可だと思っていましたが、福祉関係の許認可手続きが多いことを知り
ました。神奈川県行政書士会でも、あまり知られていない手続きでした。そし

て猛勉強してやっとホームページにアップしたところ、湯河原の古くからある特
別養護老人ホームの理事長先生が私を見つけてくださり、新しい特養を設置
する手続きを任せてくださいました。一つの出会いからご縁がこの２０年間、
脈々
と繋がっているということをひしひしと感じています。
相模原南ロータリーでの出会いもまた私にとって宝物が増えるので、楽しみ
にしています。最後になりますが、これからどうぞ、よろしくお願いいたします。
※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

江尻

猛

朝日生命相模大野営業所勤務の江尻猛と申します。
私は関西は兵庫県西宮生まれの岡山県倉敷市育
ちです。幼いころは近所の子供を集め徒党を組んで
両親を大変困らせ、困り果てた両親の方から柔道を
習えば少しはおとなしくなるのではと半ば強制的に柔
道場に入れさせられました。
その後、中学校に入学した折、空手を習いたくなり
空手道場に入門することになりました。その後は空手
の強い高校を受験し、そこで全国大会を目指し練習
に励みました。その後は現在の朝日生命に就職したこ
とをきっかけに２６歳まで続けましたが極真空手の全国大会で体を故障したこと
をきっかけに指導する側に周り、現在に至っています。
朝日生命には昭和５８年入社通常では本社採用として本社で半年研修を
受け各現場に異動するのですが私の場合は地方の一般的に言う保険外交
員と一緒の入社手続きをとり営業職員として入社致しました。上司とかお客
様に恵まれその後は本社採用に職転し、現在の営業所長には平成３年に初
任命を受け初場所は岡山支社津山営業所、そのあとは徳島支社小松島営
業所それからのちは福岡、熊本、豊橋、長崎、名古屋、営業所長を務め
平成２８年に現在の町田支社厚木営業所に着任し５年勤務、通算で所長職
を３０年勤め上げ、今年めでたく定年を迎えることが出来ました。現在は相模
大野営業所に異動となり現在に至っています。これでも厚木営業所５年勤務
のうち５年連続最優秀営業所長として会社より表彰を受けてまいりましたが現
在の相模大野営業所では前任の稲垣所長同様、苦戦中です。ただ春先、
当社の隣に事務所を構える会社の会長と話しをする機会があり６０歳で起業し
たと聞き強く励まされたのを覚えています。今後も現在の相模大野営業所を
立て直すべく邁進していこうと思います。テレビでもよく耳にされると思います
が人生１００年時代とよばれ今後も生命保険事業は社会にはかかせない役割
を担っていると思います。当社は介護保険において２０１３年にグッドデザイン
賞を受賞し２０２０年オリコン第１位２０２１年も第１位に選ばれる予定と聞いて
おります。生命保険を通じ少しでも社会の役に立つことを考え頑張っていきた
いと思います。
ちなみに現在単身赴任中、私の家族は娘１人ペットの犬一匹（メス）妻１
人全て女性、倉敷市在住、年に何度か帰りますが私の意場所が狭くちじこまっ
ています（笑）
私の座右の銘は「一期一会」であり会社を通じいろいろな方との出会い
があり、この度相模原南ロータリークラブに入会することで皆さまとも出会うこと
ができました。一つ一つの出会いをこれからも大切にしていきたいと思います。
どうかこれからもよろしくお願い致します。
※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

■本日のスマイルBOX
一ノ瀬 裕 君
★結婚記念のお花をありがとうございました。結婚５０年の金婚式を迎えることが
出来ました。かみさんに感謝です。
鈴木 昌彦 君
★皆様、
本日もご出席ありがとうございます。
栗林様、
先日はRCのバッジをナイスタ
イミングでありがとうございました。
お心遣いにスマイルします。
杉﨑 信一 君
★誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。
５５歳となりました。
また、結婚
祝いまで頂きありがとうございます。

若林 美佳 君
★本日はイニシエーションスピーチの機会をありがとうございます。
宮崎 雄一郎 君
★先日の私の誕生日のお祝いに引き続いて今月は妻の誕生日祝い、本当にあ
りがとうございます。
竹本 克二 君
★結婚記念日の花輪をありがとうございました。
４５周年となりました。

■本日のスマイル
■累
計
□出席報告：出席委員会
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合
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53（46）

31

4
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76.09

1
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当日

53（45）

32

1
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73.33

0
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10月 1 2日
（ 修 正 ）完全欠席= 青木、江田、嶋津、鈴木(雅)、竹村、中澤、中山(智)、松山、柳谷、若林

会報委員長 藤原

担当委員

席

53（46）

米田 長瀬 足立 鈴木
（晴） 嶋津 小林 青木 奥橋 黒河内 須坂 中山
（義） 松井

