
本 日 の お 客 様

●今西 清悟 様（RI第2650地区 ガバナー補佐）

会 長 報 告

改めましてこんにちは。
先ず、清岡義教さん、ご入会おめでとうございます。これからも永
い永いロータリーの付き合いを宜しくお願い致します。後程入会式
をさせて頂きます。
先週お見えになりました八幡ロータリークラブ会長エレクトの田中
様、そしてびわ湖八幡ロータリークラブ会長エレクトの西山様から
礼状が参っております。びわ湖八幡ロータリークラブの会長エレク
トの西山さんは、凄いです。プロの写真家ですね。「山路の彩」二
冊と「おちこちに山ありて」という山岳の写真集ですが、これはこ
の一月に第二版をしたので、もし欲しい方がおられましたら在庫が
有りますので、お送りします。「私が山で撮った高山植物、山岳の
写真集をお送り致します。もし要り用の方がおられましたら喜んで
お送りいたします」という事です。高山の方は一冊しかありません。
第一回フォトコンテスト最優秀賞受賞という事です。花の方も素晴
らしいです。回覧で回しますので、どうぞご覧になって下さい。
本日、今西ガバナー補佐がお見えになって、今年度色々と奈良県下
13クラブを纏めておられます。次年度からは五條ロータリークラブ
の石井さんがガバナー補佐となりますので、ちょっと今西ガバナー
補佐の方の荷も次年度は少し軽くなると思いますが、本当に今年度
は色々と御指導有難うございました。今年、エルニーニョ現象の関
係で、梅雨も早く、また明けるのも遅い。雨も非常に多く、気温も
低いという事でございましたが、どうも西日本はそうでもなく、非
常に暑くて雨も例年並みではないかという予想です。ただしかし、
もう6月に入りますと、また毎日毎日ムシムシした状態が続くと思
いますが、どうか皆様方、身体をご自愛頂き、毎週毎週火曜日の例
会に御出席の程、宜しくお願い致します。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第43回 5月27日
通算1695回

◎会員数 ７７名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ８７．３２％

第41回 5月13日
通算1693回の修正

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ６名
◎補填者 ４名
◎出席者 ７０名
◎出席率 ９７．２２％

例会プログラム

第44回 6月3日

通算1696回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．新入会員卓話

荒木政信 君

野末勝弘 君

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



委 員 会 報 告

親睦活動委員会：谷川委員長
●先程の清岡さんを含めて今月5名の方に入会して頂きました。本日例会終了後、19：00～新
大宮の桃谷楼にて新入会員歓迎のミニ親睦会を開催致します。例会終わってあまり時間がない
ので、速やかに移動頂きます様宜しくお願い致します。
●日本ロータリーから親睦ゴルフ北海道大会の案内が届いております。日時が6月23日月曜日7：
45スタートという事です。申し込み期限が6月3日になっておりますので、もしご希望の方が有
れば私の方まで申し出て下さい。
●来週例会終了後、親睦活動委員会をロビーで行いたいと思いますので、メンバーの方は宜し
くお願い致します。

高辻副幹事
本日例会終了後になりますが、楽しい歓迎会の前に、今年度ご入会されました10名の方、概況
報告の写真撮影をロビーにて行ないますので、先に歓迎会に行かずに、写真を撮ってから行っ
て頂きます様に宜しくお願い致します。他にも私も撮って欲しいという方がおられましたら同
じく撮って頂けますので、引き続きロビーにお残り頂きます様お願い致します。

幹 事 報 告

本日入会されました清岡義教さんの委員会配属を、ロータリー財団委員会と親睦活動委員会と
させて頂きます。尚、次年度もこの委員会配属とさせて頂きます。

新 入 会 員 入 会 式

推薦者（顧問）・楠下重郎君より紹介
清岡正教君のジュニアで義教君と申します。昭和57年12月14日付で入会された、ちょうど次年
度会長の福本さんと同期入会でありました清岡正教君。恐らく古い会員はご承知かと思います。
ＹＫＫとして、人気者でありました清岡君であります。恐らくうちのクラブきっての人気者で
はなかったかと思います。それが去年の9月30日に亡くなりまして、随分寂しい思いをしてい
るところでございますが、この度、小西会長のたってのお勧めで義教君が入会する事になりま
した。この推薦文は小西さんの文章なのか、出来過ぎとるな、と私は読んでおったのですが、
ちょっとそれを読ませて頂きます。歳は若いですが、性格、人格は父に劣らず立派な方です。
仕事の関係上色々な人との対話も申し分なく、コミュニケーションもしっかりやれる方で、当
クラブにとっても貴重な人材として推薦出来ます。というような文章で、ちょっと褒め過ぎちゃ
うかな、と思ってるんですが、それはさておき、本人の紹介をさせて頂きます。
職業分類は損害保険代理業ということで、㈱保険総合研究所の代表取締役です。自宅は正教君
の元の家、神功にお住まいで、現在39歳です。1993年高円高校を卒業され、1995年に専門学校
を卒業され、保険総合研究所へは1997年4月に入社、2009年8月代表取締役に就任したという事
です。推薦者は5名いらっしゃる訳ですが、有井さん、井上さん、小西さん、中村さん、とい
う事で、私が代表して紹介する訳でございます。家族は、奥様と5歳と1歳のお嬢さんがいらっ
しゃるという事です。皆さん、これからしっかり頑張って行くと思いますので、宜しくお願い
致します。

清岡義教君より挨拶
ただ今ご紹介頂きました㈱保険総合研究所の清岡義教と申
します。先ずは亡き父でありました清岡正教が昨年まで大
宮ロータリークラブの皆様に大変お世話になりました。高
い席からではございますが、厚く御礼申し上げます。
また、本日の入会に当り、小西会長始め、私のご紹介者と
して見守って頂きました諸先輩方、そして沢山の皆様方か
らご助言を頂きまして、本日入会に至りました。
私にとってロータリークラブとは、小さいころからの家族
の親睦例会とか、もしくはRYLAにも参加させて頂きまして、
非常に沢山の学びを子供の頃から得ることが出来ました。
二十代の頃は、ローターアクトに学びの場を頂き、現在は
青年会議所にも所属しており、二足の草鞋とは失礼な言い方ではありますが、ロータリークラ
ブ様と青年会議所を両方頑張って、人格を高め、ロータリーの職業と奉仕の精神に則り、その
ような人格を培って行きたいと思っております。まだまだ若輩者ではございますが、これから
もどうぞよろしくお願い致します。本日は有難うございます。
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（会長より新会員に徽章授与）

委嘱状

新入会員 清岡義教君 顧問：楠下重雄君

新世代育成基金奨励賞 授与

今西清悟 ガバナー補佐
今、植倉幹事が仰せられたように、この地区には新世代育成基金特別委員会というのがござい
まして、この委員会は実は今から9年前に大阪で世界大会がございました。その時の剰余金を
この地区の一番お偉方であります千ＰＧが1,500万円という大変大きな金額をこの地区に持っ
て来て頂きました。これをどうするか、という事で、それでは新世代つまり、中学生以下の方
に対する育成事業をされたクラブにその年度毎に活動を評価して、なにがしかの基金をお贈り
する、という事になりました。本年度はこの奈良大宮クラブさんが実は最高賞をお獲りになり
ました。従いまして、最高金額。残念ながら私のHCは評価がゼロでございました。全然頂けま
せんでしたが、それでも一応奈良県の代表でございますので、委員会で奈良県のクラブにくれ、
とやかましく言いまして、他に何クラブか頂いておりますが、このクラブが実は最高賞という
ことです。その賞状を小西会長にお渡しさせて頂きたい、とこういうことでございます。
（賞状授与）
おめでとうございます。
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卓 話

会員卓話 平方貴之 君

奈良大宮ＲＣに平成19年10月30日に入会させて頂き、現在7年目になります。
仕事は、新大宮の駅前で司法書士と行政書士の事務所をさせて頂いております。
奈良市で昭和48年1月に生まれ、その後、父親の仕事の関係で東京都の板橋区に住んでおりま
した。私が8歳の時に、両親の離婚で、母と弟と3人で母の実家の奈良へ戻り、祖父と暮らす事
になりました。私の祖父は、松井牧牛という日本画家で、新公会堂の能楽ホールの舞台にある
松と竹の絵は、私の祖父が書いたものでございます。この祖父には、父親代わりとして、子供
の頃は色々と面倒をみて頂いたのを覚えております。
奈良に戻ってからは、佐保小学校、奈良女子大附属中学校・高等学校に通い、テニス部に所属
しておりました。その後、早稲田大学の法学部に進学し、テニスサークルに所属して、テニス
ばかりしていた大学時代でした。
大学卒業後は、三井海上火災保険株式会社に入社し、仙台支店に1年半、その後、福島支店の
いわき支社に3年半おりました。入社6年目からは、本社（東京）の総務部文書法務グループに
異動になり、株主総会の運営や証券取引所対応等の株式関連の業務を担当しておりました。私
が損害保険会社に勤めていた頃は、保険業法が改正されて自由化が進められ、商品の自由化、
料率の自由化、子会社方式での生損保相互参入が認められる等、競争が激化し、保険会社の再
編が行われていた時期で、私の勤めていた三井海上も住友海上と合併する事になり、合併に伴
う様々な法的な手続等を担当させて頂きました。合併後は、文書法務部法務グループに配属に
なり、契約書等のリーガルチェックや知的財産権などの業務を担当しておりました。
業務上の必要性に迫られて法律の勉強をする中で、折角勉強するのであれば何か資格でも目標
に勉強しようかと思い、司法書士の試験を受けるようになりました。入社10年目の平成16年11
月に司法書士試験に合格し、会社に残るか、独立するか、非常に悩んだのですが、当時、母が
奈良に1人で奈良市の社会福祉協議会に勤めていたのですが、ちょうど定年退職を迎え、将来
的に私が面倒を見なければならない可能性もありましたので、いずれ会社を辞めて独立するの
であれば早いに越した事はないと思い、平成16年12月末で9年9カ月勤めた会社を退職しました。
平成17年1月に司法書士登録を行い、大学時代に行政書士の資格を取得しておりましたので、4
月に行政書士登録を行い、司法書士会の研修等を受けた後、開業させて頂きました。私が32歳
の時です。私は18歳の時から約14年間、奈良を離れておりましたので、知り合いもコネも殆ど
ない状況で、暫くの間は殆ど仕事もなく、会社時代はそれなりの給料を頂いておりましたので、
選択を誤ったかなと思うことも多々ありましたが、9月頃から少しずつ仕事も増えていきまし
た。平成17年から平成22年頃までは、多重債務問題が社会問題となっており、債務整理や過払
金返還請求等の案件が多かった時期です。平成19年頃がピークで、一番多い時は事務所も8名
でやっていた事もあるのですが、平成22年頃から徐々に債務整理の案件が減少し、事務所の仕
事も減っていった事から、私と女性の司法書士の2名でやっていた時期もあったのですが、不
動産登記、相続、成年後見といった業務にシフトしていき、現在は司法書士3名、事務職員1名
の4名で事務所を運営しております。
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平成21年から22年頃は、個人的にも色々とあった時期で、まず母が亡くなり、その後を追うよ
うに、4か月後には祖父も亡くなるという悲しい出来事が続いたのですが、人生悲しい事ばか
りではなく、いい事もあるもので、翌年の6月に結婚する事ができました。
司法書士業界についてみると、登記件数は10年前に比べて約30％近く減少しております。一方
で、奈良県司法書士会では、10年前の会員数は150名程度でしたが、現在は210名を超えており
ます。それに伴い、一人当りの取扱件数も大幅に減少しております。司法書士に簡易裁判所に
おける訴訟代理権が付与され、債務整理の案件が多かった時期は、主に過払金返還訴訟等にお
いて活用されていましたが、債務整理の案件の減少と弁護士人口の増大もあり、裁判業務に関
しては余り良い展望がないのが実情です。唯一、成長分野と言われているのが、高齢化社会の
進展もあり、遺言、相続、成年後見の分野なのですが、この領域は司法書士だけでなく、弁護
士、税理士、行政書士、信託銀行等も関わっており、競争も激化しているのが現状です。
私が関わらせて頂いているものとして、毎年2月に行われている「しあわせ回廊なら瑠璃絵」
というイベントがあります。2月前半の観光客が少ない時期に、冬の奈良を盛り上げる事業が
何か出来ないかという事で、県、市、青年三団体等が中心となって実行委員会を立ち上げて、
平成22年の2月から開催しているもので、今年で5回目を迎えます。私は、第1回目から実行委
員会のメンバーとして関わらせて頂いております。春日大社、東大寺、興福寺の3社寺の夜間
拝観と3社寺を繋ぐ参道を光の回廊としてライトアップしたり、また、新公会堂の庭園をＬＥ
Ｄで派手な設えをさせて頂いております。来年も2月8日～14日の日程で開催される事になると
思いますので、寒い中ではございますが、是非お越し頂ければと思います。
ロータリーでは、今年度、初めて地区委員として、地区の職業奉仕委員会に行かせて頂きまし
た。地区の職業奉仕委員会の活動を簡単にご紹介させて頂くと、まず7月に地区内各クラブの
職業奉仕委員長を対象に職業奉仕研修会を京都で開催させて頂き、地区の方針の説明等をさせ
て頂きました。その後、8月から9月にかけて、地区委員で分担して、各クラブを例会前に訪問
させて頂き、職業奉仕委員長と意見交換をさせて頂きました。私は奈良第1グループの担当で
したので、奈良、奈良東、奈良西、平城京、生駒、大和郡山の各クラブを例会前に訪問させて
頂き、各クラブの職業奉仕委員長様と意見交換をさせて頂きました。また、10月に奈良東、12
月に奈良西の職業奉仕に関する例会に出席させて頂きました。2月の職業奉仕講演会におきま
しては、奈良大宮が地区の中で出席者数1位ということで、有難うございました。
これからも奈良大宮ロータリークラブの一員として頑張ってまいりたいと思いますので、今後
とも宜しくお願いいたします。
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ニコニコ箱 本日計 71,000円 累計 3,123,769円

小西敏文 君 今西ガバナー補佐 本日のご来訪ありがとうございます。
清岡義教君入会おめでとうございます。これからも末永くロータリーライフ
を楽しんで下さい。

植倉一正 君 今西ガバナー補佐、お忙しい中、お越いただきありがとうございます。また、
清岡さん、入会おめでとうございます。

有井邦夫 君 新入会員の皆様 入会おめでとうございます。
中條章夫 君 清岡さん入会おめでとうございます。会員のみなさんと親睦と友情を深めて

ください。
德矢和士郎君 清岡様ご入会おめでとうございます。
河野里志 君 よろしくお願いします。
野末勝宏 君 今月は、奈良大宮ＲＣに入会させて頂いた素晴らしい月でした。感謝の気持

ちを込めて。
清岡義教 君 本日より入会させて頂きます。宜しくお願い申し上げます。
山口尚紀 君 本日、平方さんの卓話楽しみにしております。また、新入会員歓迎会も開催

していただき誠にありがとうございます。本日も宜しくお願い致します。
石野捨雄 君 平方さん 本日の卓話御苦労様です。よろしくお願いします。
平方貴之 君 本日、会員卓話をさせていただきますので、宜しくお願いします。
佐川 肇 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。清岡君ようこそ
北神徳明 君 長年の不摂生がたたり、大変大きな天罰を受けました。数日間収監されまし

た。今は執行猶予付きの身ではございますが、1日も早く通常の生活にもどれ
ますようがんばらしていただきます

矢追家麻呂君 小西さん、先日お世話になりました。有難うございました。
野﨑隆男 君 先日は、次年度の委員長会議では、十三屋をご利用頂きまして、大変お世話

になりました。ありがとうございました。
弓場裕史 君 西口さん、私、お伺いできずに申し訳ありませんでした。ありがとうござい

ました。
中村信清 君 ニコニコ協力
橋本和典 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２６年６月８日（日） 家族親睦例会

次々週の例会 平成２６年６月１７日（火） 年間報告

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

例会変更のお知らせ

6 月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・６月１９日（木）・・・RI加盟認証状伝達式を兼ねました

夜間例会に変更のため。
時間：18：00～
場所：多武峰観光ホテル

※ビジター受付は、行いません。


