
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

2 月 RI 月間テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」 
第 3083 回例会/No.33 2018 年 2 月 27 日 
               

 
1. 開会点鐘         
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間         
4.  ゲストスピーチ 担当 直前会長 吉田 和洋 君 

岩手県空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ㈱取締役総務部長 石崎 徹 様 
    ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
5. 幹事および委員会報告    
6. 出席報告 
7.  ニコニコボックス      
8.  閉会点鐘   
 
・3/25(日)「会長エレクト研修セミナー」開催のご案内 

［ガバナーエレクト事務所]  
・友好都市交流事業の実施状況及び来年度事業計画について 

(照会)  [花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐]  
・ホットスプリングス市・花巻姉妹都市提携 25 周年記念事業実行 

委員会準備委員会の開催について(ご案内) ［花巻市長 上田 東一］  

・6/16(土)遠野 RC 創立 60 周年記念式典並びに祝賀会のご案内 
(予告)について              [遠野RC 会長 畠山 信秀] 

・オペラ座の怪人仙台公演のご案内  [劇団四季 仙台オフィス]  
・市民憲章運動推進第 53 回全国大会花巻大会の開催 
負担金について(お願い)     [実行委員長 三田 望]  

 
 
 
■会長の時間「29回/48 回」 立花 徳久 君 

 こんにちは。今日の会員卓話は小山田 
君にお願いしております。御無沙汰し
ておりますが、素晴らしいお話を聞か
せて頂けるものと期待しております。 
先週はオリンピックで待ちに待った

金メダル 2 個の獲得がありました。男
子フィギュアスケートとスピードスケート女子 500 メー
トルでの快挙ですが、あれだけ期待されて期待どおりの
結果を出すということはなかなか出来ないことで非常に
感動してテレビを見ておりました。男子ジャンプが振る
わなかったのは残念でありましたが、随分風に悩まされ
ていた中で団体 6 位に入賞したことは素晴らしかったと
思います。やはり、世界のトップアスリートが 4 年に一
度集まって競技を行うということは、本当に素晴らしい
ことで感動しております。 
昨日、私ごとですが仙台に行って参りました。そして、

私の趣味であるオーディオ店に立ち寄り、お話を聞きな
がら店内を見渡すとため息の出るような凄い器械があり
ました。現在の最先端のデジタルを駆使した音は素晴ら
しいと思いながらも自宅に戻り何をしたかというと、デ
ジタルでつなげていた部分を全て取っ払い、アナログに
戻してアンプから何から何までトランジスタを排除し真
空管のアンプに変えました。30～40 年前の器械ですが、
本当に素晴らしい音を出してました。最先端のトランジ
スタのキリットした音も確かに素晴らしいですが、真空
管からの広がりのある暖かみのある音は滑らかな女性ボ

ーカルとマッチし最高に素晴らしい音となります。やは
り、これがオーディオの醍醐味です。最先端が全て良い
というわけではなく、やはり、昔の真空管のアンプは凄
く臨場感のある音を出してくれます。一番面白いと思っ
たことは、以前は親指位の太さのスピーカーケーブルを
使っていましたが、その線を取りははずして 40～50 年
前のウエスタンエレクトリック制のマッチ棒 2 本くらい
の太さの線に変えたら、更に素晴らしい音が出るように
なりました。値段とか太さとか物量的な問題ではなく、
自分が聴きたいものにあっているかが一番問題なのかな
と思いました。これからも、原点に戻りながらやり直し
たいなと思っております。40～50 年前の線ですが、あれ
だけ艶やかな音が出るということには少々驚きました。
オーディオは奥が深く面白いと思いました。やっと今、
お亡くなりになられたオーディオ評論家の過去のお話が
理解できるようになりました。現在は進んだ世の中では
ありますが、やはり無くしてはならない部分、人間的な
部分とかは大事にしていかなければならないと考えさせ
られる一週間でした。 
今日は小山田君からのお話を期待しております。どう

ぞ、宜しくお願いします。 
■米山奨学会 米山功労者贈呈 三田 望 君 

 
           
 
 
 
 
 

         
 

          
皆様、こんにちは。暫くぶりの参加
ではございますが、暖かい言葉をかけ
て頂きまして感謝しております。 
私、岩手に戻り開業し 20 年目とな
ります。これもひとえに皆様のおかげ
です。司法書士という仕事に対し皆様

なりにご理解していると思いますが、今でも何をやって
くれる人なのという質問をよく受けます。自分の仕事の
説明に苦慮しております。司法書士と隣接している仕事
に弁護士と行政書士があります。違いが何かと申します
と、弁護士は法律全てに対し受任出来き、司法書士は簡
易裁判者の範囲内(140 万円以内)で訴訟活動が出来ると
いうことです。行政書士との違いは裁判所と法務局に対
する書類作成の手続きが司法書士、市役所、県に対する
行政への書類作成が行政書士の仕事となります。当事務
所には行政書士がおりますので問題はありませんが、司
法書士単独で開業している方は相談内容によってはお受
け出来ない相談もあります。 
私の強烈な初仕事についてお話します。上田先生は当時
の私の容貌を覚えていると思いますが、東京で修業して
いた時、何故かスキンヘッドにしておりました。神宮前
で仕事があり、最寄りの原宿駅から竹下通りをスキンヘ
ッドのスーツ姿でアタッシュケースを持ち歩いていくと、
何故かモーゼのように周囲の人が分かれていく経験をし
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ました。岩手に戻った際はオールバックにしており、一
見、そちらの筋の方との印象をお持ちになられた方もお
られたと思います。 
岩手での初仕事は盛岡の方からのご相談で、家賃未納者

に対する明け渡し請求でした。当時は簡裁事件の代理権
がなく書類（訴状）作成部分で携わりました。家主から
借主の件で警察が動いているみたいとの相談があり、そ
こで刑事課に相談しにいったら取調室に通されました。
事情を伺うと詐欺事件で動いているとのことでした。そ
して、民事、刑事で協力しながらやっていきましょうと
の話をさせて頂きました。話が終わり取調室から出ると
暴走族らしき少年 6 人が通路に立たされており、私の風
貌を見て「おつかれさまでした」と挨拶しました。その
後、訴訟の準備が整い、借主が病院に入院したとのこと
で警察の方と面会に行ったら数時間前にお亡くなりにな
られていました。刑事さんに聞いたら、刑務所で知り合
った人物に成りすまして年金を詐取しているとのことで
した。警察は被疑者死亡で終了、私の方も保証人なしで
の賃貸契約を締結していたので訴訟出来ずに終了という
強烈な印象の岩手での初仕事でございました。 
平成 14～15 年にサラ金、闇金に関する報道が多々あり
ました。私も借金に関する多数の相談を受けておりまし
たが、当時、私は花巻の簡易裁判所へ特定調停による貸
金業者と債務者間の金額分割払いの見直し手続きを年間
1000 件以上申立しておりました。その時、70 歳過ぎの
御婆さんから闇金の相談がありました。闇金 96 社から借
入しており、当時の闇金整理は 1 件毎に闇金業者へ電話
するしかなく、朝から電話する日（闇金デー）を設け対
応していましたが昼頃には朦朧としていました。闇金の
一社に「子豚ちゃん」という会社があり、子豚ちゃんで
すかとドスの聞いた声で電話をしたら、女性の方からど
ちら様ですかという返答があり電話を切られました。私
の方で間違った番号へ電話をかけてしまいました。妙齢
の女性の方でしたから、子豚ちゃん呼ばわりされて不快
な思いをされたと思います。まだ、忘れられず心に残っ
ております。何故、闇金が捕まらないかと言いますと、
闇金業者はプリペイドカードの携帯電話を送ってくれた
ら借金を無しにするから、100 円で預金口座を作成し通
帳を送ってくれたら借金を無しにするからというやり方
で商売しております。つまり、闇金業者は他人の携帯電
話、預金口座で商売をしており、誰が電話しているかわ
からず捕まえようがないわけです。闇金はそもそも犯罪
で現在は金融庁の指示もあり、通報があった場合は銀行
側でも直ちに口座凍結を行うため闇金は減少しておりま
す。一度、電話での押し問答のすえ闇金業者が私の事務
所まで押しかけてきたこともありました。～一部省略～ 
 最後に最近 2、3 年、鞄のなかに松下幸之助さんの著書
「道をひらく」を入れて、時間を見つけては読むように
しております。高慢な気持ちが自分の中に出ている時に
この本を読むと素直になれるということで、いつも鞄の
中に入れております。よかったら、是非、皆さんも読ん
でみて下さい。これで、私の卓話を終了させて頂きます。
ありがとうございました。 
◆会員卓話 小山田 泰彦 君 
   「お陰様で開業 20 年目」 

 
昨日、桜台小学校、花巻小学校、花巻

中学校の 3 校を阿部幹事と社協の方と訪
問してきました。花巻小学校だけは滝田
さんが前のりで説明してまいりました。 
チラシは先週末に本物が完成し、各校

の学年ごとに部数を揃え参加をお願いし
てまいりました。校長、副校長さんが対応し協力するか

らとの好意的なお言葉を頂きました。特に校長先生には
阿部幹事のお知り合いが多く、皆さんから前向きなお話
を頂き成功裏に終わるかと思いました。 
副会長 鹿討 康弘 君◆「めくまる食堂関連の
報告」 
 

第33回ロータリーカップが3月10日、
11 日の２日間、花巻市総合体育館で開催
されます。8 時 30 分開場で開会式は 9 時
30 分スタートです。物凄い数の子供達が
参加します。皆様には開会式だけでも参加

願えればと思います。吉田前会長時に作った旗もあり、
ロータリーの大会ですとの雰囲気も出ております。是非、
皆さん足を運んで下さい。 

 
 
31 人中 14 人出席          
出席率  56.0％  
前回修正 64.0％ 
◇メーキャップ   
2/18(日) 国際ロータリー2520 地区 2018-19 年度 
地区チーム研修セミナー  佐々木史昭君 
    

 
＜立花 徳久 君＞ 
先週末は仙台に行ってまいりました。
仙台にあるオーディオショップに行き、
色々な器械をながめてはため息をつく
の連続でした。オリンピックでは金 2
個決まりました。取るべき人が取る、

すごい事と感動しました。 
＜阿部 一郎 君＞ 
平昌オリンピックの日本勢の活躍、楽しみにしておりま
す。今日の注目は一関出身の岩渕選手のスノーボートビッ
クエアーです。頑張ってメダルを！！小山田君お久しぶり
です。事務所開設して 20 年もたつのですね。今後も益々
の隆盛をお祈り申し上げます。ロータリーの出席もよろし
く。 
◇第 3082 回例会のメニュー 
『菜花と菊のとうふ木のこあんかけ』                                                                    
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/6(火)  クラブ協議会 次年度各委員選出  
    担当 会長エレクト 三田 望 君 
    ゲスト/長期青少年交換生 カーラ・リリーさん 
3/10(土) 第 33 回花巻ロータリーカップバレーボール大会 
・11(日) 会場：花巻市総合体育館 8:30～開場・受付開始  

10 日 9:30 開会式 多数のメンバーの参加をお願いします   

3/13(火) 花巻ロータリーカップバレーボール大会報告  
担当 社会奉仕委員会 大委員長 笹木 賢治 君 
米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 

3/20(火) 音楽夜例会/菊の会合同 会場がグランシェール花巻です。  

 
クラブ会報委員会 
委員長:藤田 勝敏 (今回担当) 副委員長 横田 裕之 

AD:橋川 秀治  鹿討 康弘 

◆出席報告  

 

 

■ニコニコ Box 

 

◆今後のプログラム 

◆「めくまる食堂関連のご報告」 
副会長 鹿討 康弘 君 

   「お陰様で開業 20 年目」 

 

 

  

 

 

◆「ロータリーカップ開催のご案内」 
上田 穣 君 

   「お陰様で開業 20 年目」 

 

 

  

 

 


