
２０１８－２０１９年度  第 31 号     ２０１８-２０１９年度 国際ロータリーのテーマ 

 

 

例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 高 橋   護 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 菊 地  貴 光 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  宮 坂  真 志  

創   立 平成２年５月２２日 

                                 

第１３８３回・１３８４回 例 会 会 報 

 

・例会月日 令和元年 6月 18日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」   

・司会者名 小池和義副幹事  

・お客様  オブザーバー 能勢則子様 

・発行月日 令和元年 7月 2日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 今日は私の本業である司法書士

の現状と将来性についてお話しを

したいと思います。なぜこのよう

な話しをしたいかと言うと、今年

の１月に司法書士試験に関する大

きな報道があったためです。その

報道は何かと言うと、来年の２０

２０年から司法書士の試験会場が

大幅に削減されるということです。

今年までは全都道府県に一つの会場、北海道では札幌の他

に函館、旭川、釧路ということ全５０ヶ所で筆記試験が行

われます。しかし来年からは全国で１５ヶ所に減ります。

東京、横浜、さいたま、千葉、静岡、大阪、京都、神戸、

名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松です。受験

者数が減っているから仕方ないことかもしれません。出願

者数は平成２２年の３３，１６６人をピークに年々減って

きていて、今年は１６，８１１人とピーク時の約半数です。

合格者数も平成２２年の９４７人をピークに昨年は６２１

人とこちらも減っています。合格者数は、受験者数に対し

て約３％前後と毎年変わらないので、出願者数に比例して

合格者数も減るのは当然です。私合格した平成１５年の合

格者数は７９０人で前年の７０１人から大幅に増えたと言

われていました。また、全国５０の会場があると、合格者

数が０または１人という会場もあります。この会場減によ

って懸念されることは、今後全国的に司法書士は減る、し

かし東京、大阪などの大都市圏周辺では増える、というこ

とです。今現在では年々司法書士は全国的に増えています。

既存の司法書士がいて、そこに合格者がプラスされていく

から当然と言えば当然ですが。ですが、今後は受験者数が

減ることに伴い合格者がどんどん減っていきますし、既存

の司法書士も高齢化により減少傾向にあります。特に試験

会場が無い県の人は、よほどのことが無い限り司法書士試

験を受けようとは思わなくなるのではないでしょうか。例

えば、東北では仙台の１ヶ所、九州では福岡の１ヶ所だけ

です。自分の住んでいる県に試験会場が無いと、他の県ま

で泊りで受験に行くことになると思われます。そこまで司

法書士になりたい、という人がどれだけいるでしょうか。

しかし、東京、大阪などの周辺府県では会場は残ります。

今でも都市圏と地方では司法書士人数の格差がありますが、

今後ますます人数格差が広がることは間違いないと思いま

す。平成３０年１月１日現在のデータで、一番多いのは東

京で４，１７４人、他主要なところは、大阪２，４０２人、

神奈川１，１４４人、埼玉８９５人などですが、地方に行

くと、鳥取９９人、秋田１１４人、島根１１２人、佐賀１

１７人、など２００人に満たない県が１７もあります。で

は、司法書士としての仕事の量はどうなのか、と言うこと

は来週お話しをさせてもらいたいと思います。 

 

幹事報告 田中のり子次年度幹事予定者 

 １． 東ロータリークラブより例会プログラムが届いてい

ます。 

 ２．『ハイライトよねやま』が届いています。掲示します

ので、後ほどお読みください。 

 

委員会報告  
 ■次年度クラブ運営について  

  坪井明会長エレクト 

  次年度理事会は、毎月第一火曜日

１１時～１２時に行います。例会は

１２時に集まって食事をし、１２時

３０分より例会を始めたいと思いま

す。また、例会を欠席の際は田中幹

事まで必ず連絡をお願いします。 

     

お客様挨拶 
株式会社飛鳥 能勢則子様 

 田中社長のサマリヤの社員としてお世話になっていま

す。こちらにも何回かお邪魔させていただいていますが、

田中社長のロータリー活動を拝見して自分も興味がありま

して、お仲間に入れていただきたいと思います。主人が舞

台照明と電気工事の仕事をしています。イベントメインで

すが、私も OL 時代は舞台照明の仕事をしていたので、今

でも人手が足りない時には、素人さんのカラオケ大会のピ

ンスポットのお手伝いなどをしています。趣味に、「お料理」

と書いていただいていますが、田中社長のところで勉強さ

せていただいているような現状です。イベント事が大好き
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で、家族の誕生日には張り切ってお料理を作っていますし、

長男がもう３０歳になりますが、

今でも兜や鯉のぼりを飾り、菖

蒲湯に入ったりと、年間行事な

どは大切にしていきたいと考え

ています。住まいは、春日部市

ですが、野田市との境で、昔の

昭和町の辺りで、車で５分も走

れば松伏になり、仲社長の会社のすぐ近くです。まだまだ

カエルやカッコウが啼いているような田舎です。私は横浜、

主人は荻窪の出身で、春日部には何のご縁もなかったので

すが、主人がサラリーマン時代に春日部によく仕事に来て

いて、子育てをするには環境が良いということで、物件を

探して引っ越してきました。最初はとまどいも多かったの

ですが、今ではとても良い所だと実感しています。 

 

 

 

■スマイル報告 山川純也国際奉仕委員長 

 今年度も例会が今日を含めてあと２回となりました。最

後までよろしくお願いいたします。       高橋護 

今日もよろしく。  武藤正雄 

能勢さんようこそ！一緒い頑張りましょう。  仲文成 

本日もよろしくお願いします。お客様ようこそ。   

山下良雄 

早退いたします。台湾へ行ってきます。    大野弘 

お客様ようこそ！今日も宜しくお願いします。 坪井明 

本日も宜しく御願いします。       田中のり子 

能勢さんようこそ！           小池和義 

本日も宜しくお願い致します。金曜日からの台北訪問 

体調にご自愛下さい！            山川純也 

 

 

■出席報告          山川純也国際奉仕委員長  

 

 

 

 

第１３８４回例会 
・例会月日 令和元年 6 月 25 日（火）  

・点鐘時間  12時 30 分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  

・斉唱ＲＣソング 「奉仕の理想」 

・お客様  オブザーバー 蜂谷道子様 

・司会者名 山川純也出席・会場副委員長  

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

６月も下旬ということで、今年もあっという間に半分が

過ぎたね、という言葉がそろそろ聞こえてきそうです。来

月はもう７月です。７月に関する記事でちょっと気になる

内容がありましたのでお話をしたいと思います。７月から

売れ始めて夏によく売れる商品があるということです。ご

存知の方もいらっしゃるかもしれませんがランドセルです。

使い始めるのは４月なのに、です。売れる、というよりも

夏に売り始めたらその時期に売れ始めたということらしい

のですが、ランドセルは誰がお金を

出して買うのかということです。あ

る統計によると祖父母が孫に買うこ

とが多いというデータがあるそうで

す。それで、いつ買うか.というと、

孫がいつ祖父母に会うかというと夏

休みが多いということで、そこに目

を付けたあるメーカーが夏休み前からランドセルのＣＭを

流し始めたら、夏休みにもっとランドセルが売れるように

なったということです。この話は、戦隊モノなどの子ども

向けのテレビ番組に似ていると思います。戦隊モノの新番

組は何月に始まるかご存知でしょうか？２月に始まって翌

年１月に終わります。一般的に新番組というと、４月や１

０月に多いと思います。なぜ戦隊モノは２月に始まるので

しょうか。いくつか理由があるとは思いますが、グッズが

多く売れる時期に合わせているため、と言われています。

キャラクターが定着するのに時間がかかります。文房具の

売れる春に番組を始めても、そのキャラクターの文房具は

売れません。また、クリスマスなどおもちゃが多く売れる

時期の少し前に新キャラクターを登場させるとかあります

が、キャラクターグッズが売れる時期により多く売れるよ

うな仕掛けがあったということです。他にもバレンタイン

のチョコレートや、ジューンブライドも業界が仕掛けたと

言われています。ランドセルの話から飛躍しましたが、売

れるには理由がありそれを意識することが重要だと思いま

した。 

 

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

 山崎会員が訪問した台北百城ロータリークラブより、例会

その他の写真がメールで届いています。 

 

委員会報告 
 ■台北百城ロータリークラブ訪問中止について 

山川純也国際奉仕委員長 

 6/21 朝、予定通り家を出て、参加者を順にピックアップ

しながら、空港には 6 時少し過ぎに到着しました。順調す

ぎるくらいのスタートで参加者全員でゆっくり朝食をとり、

午前 8 時頃、そろそろチェックインしようかとゲートに向

かったところ、数名の係の方が待機して何やら話をしてい

ました。帰りの飛行機がストライキの可能性があり、飛ぶ

かどうか確定していない、とのことでした。さっそく、手

配をした旅行会社と連絡をとり、既に予約していた飛行機

はキャンセルして、他の会社に振り替えることは出来ない

かと探してもらいましたが、10 時までに結論を出すという

タイムリミットまでに、代替機を予約することが出来なか

ったため、やむなく皆で訪問することは取りやめることに

決定をいたしました。幸い、山﨑さんご家族が別便の予約

をしており、そちらは問題なく飛ぶということでしたので、

全てを山﨑さんご家族に託す、ということでお願いいたし

ました。今後の処理としては、キャンセル料のことがあり

ます。今のところ当日のホテル代 2 万円ほどのみ負担と聞

いておりますが、まだ確定しておりませんので、引き続き

手続きを進めます。 

 ■台北百城ロータリークラブ訪問について 

山﨑晶弘ＳＡＡ 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

18 名 2 名 9 名 7 名 3 名 75％ 



 朝、突然の連絡があり、

皆さんが渡航できないとの

ことで驚き、どうしようか

と思いながら行ってきまし

た。文言、写真などは会長

にお渡ししていますので、

後ほど会報などでご覧くだ

さい。市内の松山空港に降

り立った瞬間に、横断幕で大歓迎を受けました。とにかく

至れり尽くせりの歓待に極楽至極でございました。向こう

流の歓待で「ついだら空ける！」お酒は若い方にお任せす

るつもりでいましたのに、あちらは二十数人、こちらは私

一人ですから、ほどよく酩酊してそろそろご勘弁をと思い

ました頃に、さらにもう１軒行こう！となりました。翌日

も杜さんがアテンドしてくださるとのことでしたが、一緒

に行った娘が台北に友人がいたり、学生時代に中国語を少

し勉強したりしていて、特別に行きたい所もありましたの

で、ご迷惑をかけてはいけないと思い、自力で行ってきま

した。記念品の贈呈の時には、こちらはハプニングのため

手ぶらで出かけておりますので、少々気まずかったです。

クラブ宛てには、置時計を預かってきました。またお一人

お一人宛てにお茶とクッキーを預かってきましたので、後

ほどお受け取りください。帰りも空港までお見送りいただ

き、無事に飛行機に乗りましたところ、飛行機の中で若松

の清水社長にバッタリお会いするというサプライズもあり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様挨拶 
クイーンズ企画 蜂谷道子様 

はじめまして。数年前に１０年間在

籍していました。この度、坪井さん、

仲さん、山崎さんが会社にお誘いに見

えました。私の性格として頼まれると

断れないので、週１回、皆さんとお会

いして刺激を受けるのも良いことと思

い、このような運びとなりました。生

まれは山形で、結婚して千葉に住み、越谷に来て３０年に

なります。起業して３０年、だんだんマンネリ化してきて、

そろそろ辞めたいと思っていたところですが、これからは

また社会に目を向けていきたいと思います。在籍していた

１０年間、皆さんで旅行したり、対外的に色々な方にお会

いしたことを、懐かしく思い出します。少しでも長く在籍

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

一年間の総括 
 高橋護会長 

 おかげさまで最終例会を

迎えることができました。

会長として一年間の総括と

言うことで、時系列に沿っ

てお話をさせていただきま

す。一年間と言っても、ま

ずは会長に指名された時か

ら始まりますが、それがい

つだったか思い出せないほ

どずっと前だったような気もします。確か会長エレクトと

して中村会員が選出されて、じゃあその次は高橋で、と言

うことだったような気もします。その後、中村会長年度に

幹事を一年間務めましたので、会長の傍で会長はこういう

ことをするのか、という見ることができるかと思いきや、

幹事職を務めることに精一杯であっと言う間に会長の時期

が来ました。昨年の７月から始まる前に、その前の年の１

１月あたりから部門長、委員長などの役職を決めることか

ら始まり、２月には第１回目の会長幹事会。この会長幹事

会から本格的に会長の務めが始まった気もします。その初

の会長幹事会からもう１年以上経ち、９回という回数を重

ね、先週の金曜日には最後の会長幹事会を終え、感慨深い

ものがありました。３月にはＰＥＴＳがあり、そこでは２

日間の研修で多くの事を勉強しました。知らなかったこと

も沢山あり、やはり会長ともなるといろいろと知らなくて

はならないと身の引き締まる思いでした。４月は地区研修

協議会があり、会長エレクトとして参加すると例年と違っ

た雰囲気でした。そこから新年度に向けてバタバタと準備

をしているうちに７月になりました。７月は手探りで例会

を進めていて１ヶ月が終わったと思ったら、８月の第１週

目にガバナー公式訪問。例年は１０月中旬に行われていた

と思いますが、今年度は年度が始まってすぐなので、新年

度が始まって勢いで終わった気がします。皆様の協力もあ

りまして、滞りなく終わりましたことを感謝します。９月

は地区補助金事業がありました。児童館コスモスでのファ

ミリーコンサートです。準備の段階では会長、幹事、社会

奉仕委員長だけで進めてしまったことは反省材料ですが、

児童館コスモスの協力もありまして多くのお客様にお越し

いただけたことは喜ばしいことでした。内容も評判が良か

ったみたいでひと安心です。１０月は例年通り、こしがや

市民まつりで『快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パ

トレンジャー』ショーを開催し、多くの子どもたちに来て

いただけました。また、握手会の時に募金活動を行い、多

くの金額を募金していただきました。１１月は地区大会が

あり、今回は会長だけでなく会員も舞台に上がるという演

出で、当クラブも多くの会員にご参加いただき、会長とし

てすごく有りがたかく思いました。１２月はクリスマス家

族親睦例会がありました。会員家族のほか多くの方々の参



加があり、盛り上がりました。１月は、ＩＭと国際食文化

交流会がありました。食文化交流会は、国際奉仕委員長の

ご尽力のおかげでいつもと違う趣向もあり盛会に終わりま

した。１月はこの２つの他にライオンズクラブ合同新年会

で第８グループのロータリークラブを代表して挨拶をする

という大役を仰せつかりました。普段とは違う雰囲気の中、

人前で挨拶することは勉強になりました。２月以降は特に

大きなイベントもありませんでしたが、プログラム委員長

の働きにより外部卓話など充実した例会が実施できたと思

います。ざっと一年間を振り返りましたが、時系列とは別

に特に印象に残ったことを２つ申し上げたいと思います。

一つ目は、次々年度のガバナー補佐として山﨑ガバナー補

佐ノミニーを越谷中ロータリークラブから選出できたこと

です。会長としてグループに顔を出していると、中クラブ

からガバナー補佐を輩出することへの期待の大きさをひし

ひしと感じていました。クラブとして、会長として期待に

応えられたことを嬉しく思いますし、準備期間も含めて山

﨑ガバナー補佐の年度には協力をしていきたいと思います。

二つ目は、会長としては当たり前かもしれませんが、例会

出席率１００％を達成できたことです。今まで出席１０

０％は無かったように思いますが、時間のやり繰りをして

全例会に出席することができました。何気ないことかもし

れないですけど達成感があります。一年間クラブの運営に

ご協力いただき、本当にありがとうございました。 

 

 菊地貴光幹事 

 １年間、皆さまのご協力により無

事に終えることができました。どう

もありがとうございました。今年度

の取り組みについては、会長から話

ありましたので割愛させていただき

ます。昨年 7/3 に今年度第１回目の例

会が行われ、これ 1336 例会でした。

そして本日、1384 例会が行われ、１

年間で約 50 回の例会を開催いたしました。ここでの例会の

他、様々な事業や例会が行われましたが、ご出席いただき、

会の活性化にご協力いただきましたことを感謝いたします。

今年度、十分に取り組めたこと、取り組みが足りなかったこ

ともあると思いますが、来週からは 2019-2020 年度が始ま

ります。引き続き、中クラブを盛り上げていきたいと思いま

す。 

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 始めまして。以前会員の時にお世話になった方々と新し

い会員の方々にはお世話になります。どうぞよろしくお願

いします。               蜂谷道子 様 

 お世話に成ります。         山下ヨシ子 様 

 今年度最終例会です。一年間クラブ運営にご協力いただ

きまして本当にありがとうございました。    高橋護 

 お客様がたくさんで今日はにぎやかですね。お客様のみ

なさん、ありがとうございます。また一年間ありがとうご

ざいました。                菊地貴光 

 本年度の例会も無事におわりになりました。皆様御苦労

様でした。次年度もがんばりましょうー。   武藤正雄 

 高橋会長、菊地年度一年間ご指導ありがとうございまし

た。又ご苦労様でした。蜂谷さん、野勢さんよろしくお願

いします。                  仲文成 

 高橋会長、菊地幹事一年間ご苦労様でした m(_ _)m   

山崎晶弘 

 高橋年度、本日最終例会となりました。お疲れ様でした。

本日もよろしく。              山下良雄 

本日もよろしくお願いします。        大野弘 

 本日最終例会、高橋会長、菊地幹事様一年間ごくろう様

でした。本日例会もよろしくお願いいたします。  

 中村隆雄 

 お客様ようこそお越し下さいました。高橋会長、菊地幹

事、１年間お疲れ様でした。次年度は、ゆっくり休んで下

さいとは言えません。また宜しくお願いします。 坪井明 

 本年度役員の皆様お疲れ様でした。次年度も宜しくお願

いいたします。              田中のり子 

 最終例会、6/21 の台湾は残念でしたが、中華街のランチ

おいしかったです！             山川純也 

今年一年間ありがとうございました。来年もよろしく宜

しくお願いします。  浅田修司 

本日もよろしく！蜂谷さんようこそ！  小池和義 

 

 

■出席報告          小池和義社会奉仕委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

18 名 1 名 13 名 4 名 3 名 94.1％ 


