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国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2235 号
横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 5 月 25 日（水） 第 2479 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告
会員数

出席者数

25(2)名

20(1)名

（

横尾博之委員
「R-O-T-A-R-Y」
ＣＤで行う
米山留学生 ソヨンさん
なし
青柳民朗委員
出席率 前回
修正率
80％
―

前月
平均率
79％

）内は出席免除会員

◎会長報告
大井和子会長
皆さん、こんにちは。先週の鎌倉研修、お疲れ
さまでした。私は急に欠席させていただき、申し
訳ありませんでした。実はゴールデンウィークに
ひざを痛めてしまい、まだサポーターをしていま
す。参加したいと思い、ギリギリまで待ってみまし
たが、ダメでした。週報で皆さんの楽しそうな様
子を拝見し、よかったと思いました。計画していた
だいた山野井会員をはじめ、宮島会員、ありがと
うございました。
本日のゲストのご紹介です。米山記念奨学会
奨学生のソヨンさんです。
さて、本日は我が家に詐欺の電話がかかって
きたことをお話しします。郵便局や銀行で仕事を
されている会員は振り込め詐欺の対応のご経験
がおありだと思いますが、よもや私の家にかかっ
てくるとは、という出来事です。

それは先週のある日の朝８時４０分、電話が鳴
ったときから始まります。電話を取ると「区役所の
健康保険課です」という男性の声がしました。要
件は、２月に書類を送ったが返送されていない、
返送期限は過ぎており再送するので対応してほ
しい、というものでした。この時点で、私の中では
完全にアウトです。
まず、区役所の開庁は８時４５分なので、開庁
前の区役所からの電話はありえないこと、「健康
保険課」は区役所にはないこと、の２点です。ま
た、電話口の向こうの環境はなんだか、もう一人
が同じように、区役所の健康保険課と言っている
声がするのですが、何も置いていない、がらんと
した部屋に声が響いている感じもしました。何も
言わず、切ってしまってもよかったのですが、少
しつきあうかと思い、私から、折り返し、電話をす
るので電話番号を教えてほしいと言ったところ、
電話口の男性の声がガラッと変わりました。「協
力していただけないということですか」と、脅すよ
うな口調になったのです。私は「いいえ、そのよう
なことではありません。念のためです」と言ったと
ころ「８２１－２１１１」が区役所の電話番号だと言
うのです。名前は「かわぐち」だそうです。港南区
役所だとすると局番が完全に違います（違う区役
所のつもりかもしれませんが）。そして最後に「で
は折り返します」とだけ言って電話を切りました。
この一件を通して、人間は瞬間的にいろいろな
ことを同時に考えるものだということ、そもそもな
ぜ、区役所が我が家の固定電話の番号を知って
いるのかと思いながらも一瞬、行政だと語られる
と信じそうになるのかもしれないということ、家に

固定電話があるからこのようなことになるので、
解約しようかと思ったことなど、考えることがあり
ました。そして、その日の夜、夫に事の顛末を話
したところ、自分は絶対に騙されないというので
す。そういう人が騙されるのだから、家電には絶
対、出ないようにと言い渡した次第です。皆様も
絶対ということはありません。くれぐれもお気をつ
けください。
◎幹事報告
高栁良作幹事
５月１８日一日研修お疲れさまでした。山野井
委員長、宮島さんありがとうございました。とても
楽しかったですね。 個人的には日帰りだと参加
しやすいので、ご検討いただけると嬉しいです。
５月１８日地区職業奉仕講演会に参加してきま
した。「日本で一番大切にしたい会社」の著者
坂本光司先生のお話を伺ってきました。今度発
売される新刊の中で、ロータリアンが経営してい
る会社も紹介されているので、皆さん一緒に買い
ましょう。
◎委員会報告◎
①職業奉仕委員会
日帰り旅行会計報告他

山野井正郎委員長

②米山記念奨学委員会
宮島史裕委員長
米山留学生ソヨンさんより近況報告
③次年度幹事
松村壮一郎会員
活動計画書原稿〆切について
◎イニシエーションスピーチ

高栁良作会員

本日はセカンド・イニシエーション・スピーチとい
うことでお話をさせていただきます。私は２０１５
年１１月に港南ロータリークラブに入会させてい
ただきました。今年で７年目になります。この間
の自分の活動や、考えていることなどをお話しさ
せていただきます。

まずロータリークラブに入会することになった経
緯です。私は明治大学の出身なのですが、ある
日、その明治大学出身の弁護士の会の交流会
に参加していました。二次会の時に、ある先輩か
ら「高栁君、ロータリークラブには入っているの
か？」と聞かれました。その先輩に、「ロータリー
クラブはいいところだから、ぜひ入った方が良い」
と言われました。翌日、ロータリークラブをインタ
ーネットで調べて、横浜港南ロータリークラブの
ホームページを見つけました。そこで、事務局に
電話をかけて、推薦者がいなくても入会できるか
確認させていただきました。当時の事務局である
大塚さんに調べてもらうことになりました。その後、
当時の会長・福嶋浩之さん、幹事の宮下さんに
事務所にお越しいただき、面接をしていただきま
した。その後、入会をさせていただきました。
ロータリーソングの中で、「やっとなれたよロータ
リアン」という歌詞がありますが、軽い気持ちで入
会を申し込んでしまったことを、今から考えると、
結構大胆なことをしてしまったと思いました。ちな
みに入会後、八木先生が父の知り合いだという
ことが分かりました。世の中、いろいろなところで
つながっているなと思った次第です。
次に、私が個人的に行っている活動についてお
話しします。これはロータリークラブに入会して、
自分なりに奉仕活動ができるのではないかと思
って、実施している活動です。
まず、児童養護施設を巣立った若者のサポート
をしている団体からの法律相談は、すべて無料
で対応しています（この団体は、以前当クラブで
卓話をしていただいた、菊池さんが代表をしてい
る、マスターピースです）。
また、高齢で一人暮らしをされている方に対す
る出張法律相談を無料で実施しています。
児童養護施設出身の若者に限った話ではない
ですが、「知らないこと、知識がないこと」を原因
としてトラブルに巻き込まれてしまうことが多くあ
ります（法律が改正されて、１８歳成人になりまし
たが、知識が不十分なまま成人と扱われること
については、不安を覚えます）。このようなトラブ
ルに巻き込まれてしまった方に対する法律相談
を実施しています。次に、高齢独居の方ですが、
認知症になってしまうとお金も下ろせない、介護
事業所との契約もできないといった問題が起きて
しまうことがあります。またここ数年社会問題にも
なっている詐欺の被害に遭ってしまう可能性もあ

ります。このような方達に対する出張法律相談を
実施しています。
ここからは最近のことについてお話しします。
コロナ禍で仕事も大きく変わりました。民事裁判
については Web 会議システムを使って裁判手続
きを行うことが原則のようになりました。また法律
相談も Zoom を使って行うことも増えました。数年
前までは全く考えられなかったことです。またこ
れから民事裁判も全面 IT 化されます。そうなると、
うちの業界もそのような変化に対応しないと生き
残っていけないという危機感を覚えています。た
だ、この変化は、新しい可能性を生んでいると思
います。裁判所に行き来する時間が短縮化でき
ることで、事務所にいながら遠方の裁判所での
裁判にも参加できます。これによって依頼者の方
の負担を減らせることができます。また海外在住
の日本人の方からの相談にも対応もできるよう
になりました。このような変化に柔軟に対応して
いきたいと思います。
最後に今後の活動についてお話ししたいと思い
ます。幹事職を約１年勤めさせていただくなかで、
例会などで集まることの大切さを実感しました。
それと同時に、 Zoom を利用した理事会など、新
しいことを取り入れることでいろいろな可能性が
あるなということも実感しました。
これからも、変化を楽しめる余裕を持ちながら
活動をしていきたいと思います。
ロータリアンとして頑張っていきたいと思います
ので、これからもご指導のほど、よろしくお願いい
たします。

淺井会員
高栁幹事、卓話楽しみです。ソヨンさんようこそ。
上杉会員
高栁幹事の卓話、楽しみにしています。
本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。
海野会員
先週の鎌倉散策良かったですね！！
ソヨンさんようこそいらっしゃいました。
高栁幹事、卓話期待しています。
坂巻会員 松村会員 宮島史裕会員
本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
宮下会員
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
横尾会員
先週の鎌倉散策、快晴に恵まれて大変良かった
です。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
21,000 円
ニコニコボックス累計
591,000 円
◎米山チャリティボックス
青柳会員 上杉会員 坂巻会員 佐々部会員
宮下会員 宮島史裕会員
6名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
7,000 円
米山チャリティボックス累計
223,000 円

◎ニコニコボックス
海野俊彦委員
大井会長
鎌倉散策参加出来ず残念です。
本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
高栁会員
本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。
本日の卓話、よろしくお願いします。
青柳会員
本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。
高栁幹事、卓話楽しみにしております。
会員入会祝い、配偶者誕生祝いをありがとうござ
いました。

米山留学生ソヨンさんへの奨学金贈呈
◎次週の予定
６月１日（水）通常例会
◎会報

卓話者：青柳会員
松村壮一郎委員

