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「クラブ研修シリーズ①」
篠宮

功 会員

本日は、個人的なクラブ活
動と職業奉仕の捉え方として
私の仕事上での簡単な例を用
いてお話をさせていただきたい
と思います。
クラブ活動の基本は、やは
り例会に出席するであります。
それは時間を確保する事だと
考えスケジュール管理等をするよう心がけておりま
す。１年７ヶ月出席してきた事で、会員皆さんの名前
と顔が一致するようになりました。また、何気ない
会話の中から私にとって足りないところや改めないと
いけない事に気づいたりまた、注意もされます。しか
し、現在私の中では実践にいたっておりませんが、
今の社会では、スピードを要求される時代でありま
すので、１つ１つを早く取り入れて自己の成長につな
げたいと考えます。
職業奉仕の考え方は、私としまして４つのテストが
基本と捉え実践していこうと考えています。その言葉
を覚える事の１つにロータリーソングにありますが私
は、
「心に 染み込み ます。」で私の中に取り入れ
ようと考えました。
し
み
こ
み

真実かどうか。
みんなに公平か。
好意と友情を深めるか。
みんなのためになるか どうか。

電気を扱う仕事では、間違った配線をするとその
製品機械が動かなかったり、後に配線が燃えたりと
安全上危険を有する仕事ですので、常に真実でない
といけないと考えています。当社では、お客様から
の要望に対していくつかの案を出し事前の準備と打
ち合わせを心がけています。施工図面のある仕事か
ら図面の無い比較的小さな仕事を行なっています
が、小さな仕事では、電気屋さんに任せるよと言わ
れる事が多いです。例えば、住宅でここにコンセン
トが欲しいと依頼があった時にどこからどのように
配線工事をするのかまた、どのくらいの消費電力の
ものを使うのかなど聞き込みをして準備します。実
際の工事では、極力露出配線はせず様々な道具を
駆使して壁内や天井裏に配線を隠蔽するように取り
組みます。これは何年後かにクロスを張り替えがあ
る事を想定して、その時に再度お客様に負担をかけ
ないようにと考えての事です。上手に出来た時は、
露出配線するものと思って依頼されるので仕上がり
に驚く方も多いです。このようなお客様にとって有利

な小さな取り組みをみんなに公平におこなうことで、
好意ももたれて友情というか信頼も深まって行くと
思っています。５年後、10年後に、別の仕事で同じ
お客様に再度依頼される事も多くあります。みんな
のためになるか どうかについては、現在ではロー
タリークラブに属する事と例会出席する事で良いの
ではと考えています。

「クラブ研修委員会と私の職業奉仕」
クラブ研修委員会

山田達郎 会員

本日はこのような機会を与え
ていただき、湯本委員長に感
謝申し上げます。
昨年度から今年度にかけて、
クラブ研修委員会で「職業奉
仕」を中心に諸先輩の皆様方
と討議させていただきました。
それは、ぼんやりと感じてい
ることを言葉にしてみるという
作業だったと思いますが、少しは考えを深めること
ができたように思います。おそらく松戸RC以外では
経験なかったことだろうと思います。
その業界を代表する人が集まるのがRCであると
言って良いのであろうと思います。ですからその地
域ではその分野で一番信頼のおける専門職業人あ
るいは実業家が集まっている。
だから、ロータリアン同士で仕事上のやりとりをす
ることは奨励されるべきだし、その仕事はそうでな
い人がやるより依頼者のためになることが提供され
るということだろうと思います。さて私の職業につい
ての職業奉仕について考えを進めたことを少しお話
させていただきます。
さて私も以前までロータリアンであった父も「司法
書士」という職業を頂いております。皆さんもご承
知のように、売買、贈与、相続、抵当権の設定など
の不動産に関する登記、会社設立や役員変更などの
商業法人に関する登記など、主に「登記」に関する
お手伝いをすることで皆様のお手伝いをさせていた
だくことを天職としております。
しかし、私たちにとって「職業奉仕」として何を
提供できているのかと言えば、それは「登記」とい
う行政機関を相手とする作業を積み上げているとい
うことでなく、その結論としてほとんどの場合にだれ
がやっても同じ結論になる「登記」という機会を通
じて、同時にたとえわずかでもお客様に提供してい
る、あるいは結果として通じる「何か」やっているこ
とに、仕事の本質があり、それが私たちの職業奉仕
であろうと思います。
そこまで考えを進めると、私と父では同じ事務所
でありながら、少し異なるありようがあると思います。
父は、
「実直」と「安心」を積み重ねてきたと感じ
ています。お恥ずかしいことですが、私は父の「実直」
にいまだかないません。おそらくこのロータリーのお
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仲間から信頼を頂いて仕事上のお取引を頂いていた
父の足元で、その信頼を担保に現在のお取引をさせ
ていただいているというのが正しいところです。そし
てその足りないということをまさに自覚しております。
あの、石橋をたたいて渡る、あるいはたたいても渡
らないかもしれないほど慎重な父は、それこそ立ち
居振る舞いに至るまで、実直を貫いております。し
かしこれこそ私が事務所を継がせて頂いているのと
同時に引き継ぐものとして、
「実直さ」からうまれる
「安
心」を一番のものとしなければならないと思ってい
ます。もっとも大きく重要で、おそらく一生取り組み
続けなくてはならない課題であろうと思います。
さて司法書士としての私は、ニーズを汲み取る「バ
ランス感覚」に特徴があると自負し、あるいはそう
ありたいと願っております。私が最も力をいれている
ことの例をあげると、数多くある「相続」の場面です。
「相続」と一口に言いましても、お客様のニーズ
は様々です。兄弟で仲良くお話がまとまっている場
合、まとまっていない場合、お子様がいらっしゃらな
くて配偶者の兄弟と少し難しい問題をかかえてい
らっしゃる場合、税理士さんが入っている場合、い
ない場合、明治初期のご先祖様のお名前のまま放置
して関係者が広がってしまう場合。或いは、相続の
準備とすればこれから二次相続に備える場合、誰か
を廃除したいなど、すべてのケースで自分に思いの
ある場合、など、千差万別です。
登記をするということでは、もしかしたら結論は同
じかもしれませんが、その方が専門家にどうしてほし
いのか、手伝ってほしいのかにすっと寄り添い、お
手伝いできているか。すべてお詳しくご存知のお客
様にはくどくど説明は申し上げず、法律や登記の仕
組みに今まで全くご縁のなかったお客様には、現在
位置を端的にご案内し、これからの進め方をお話し
していく。
これが私の職業奉仕の在り様であると思っており
ます。まだ道半ばといったところですが、磨いていき
ながら皆様のお役にたちたいと思っています。

一つ例を挙げると、一昨年から昨年にかけて時間
がかかった案件です。
台東区のお寺が連なるあたりで家屋敷を残して亡
くなられました。ところが土地の名義はその方の祖
父母のままでした。どうやらまったくお付き合いを
絶ってしまった親族がいた関係で、今まで手をつけ
てこなかったのですが、これを管理の都合上依頼者
の名義に集約しなければならない。
皆様もご存知のように、遺言がない場合には、名
義を変えるためにはそのためには遺産分割協議書に
ご署名と実印を集める必要があるわけです。依頼さ
れた方は体調の都合もあってそんなに動けない。普
通であれば代理人として弁護士の先生にお願いする
ケースかもしれません。戸籍住民票の収集を通じて
相続人を探索してみると、千葉県内を始め遠くは多
摩の特別養護老人ホームで認知症になっている方や
伊豆の城ヶ崎海岸の別荘地で隠居されている方など
関係者が散らばっておりました。
司法書士は弁護士の先生方と違って140万円を超
える案件については「代理人」として交渉にあたる
ことができません。したがって私たちはこのような
ケースでは本人からの交渉を側面から支援していく
という方法をとります。今まで連絡をとったこともな
いご親族からどうやったら協力を得られるのか、ど
うやったら気持ちをこじらせずに印鑑を頂けるかを見
据えて、手紙の文案を練っていくこと。あるいは実
際にお会いした際には必要十分な説明をすることに
十分配慮すること。このようなことに心を砕きました。
関係がこじれていれば最早弁護士の先生にご出馬
願うのですが、このケースでは、さまざまな幸運に
も恵まれ、結果的には、ほとんどハンコ代程度で名
義を集約できました。
皆様と席を同じくさせていただく司法書士として、
どのような在り様であるべきなのかに思いをいたし
て、今後も精進してまいりたいと思います。このよう
なことを真剣に考える機会を頂けましたことに改めて
お礼を申し上げます。有難うございました。
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常盤映彦  会長

こんにちは。
３月10日に相馬市で行われ
ました慰霊祭に参列してまい
りました。
道路は修復されています
が、堤防の修理も行われてお
らず、復興へはまだまだ道の
りが遠いという感じです。
11日には政府主催の慰霊祭
がありましたが、多額の義捐

2012年3月14日

金を送っていただいた台湾の代表に指名献花をさ
せない等という非礼な行為があったということ
で、これから天和ロータリークラブの５周年に伺
うのに、面目ない思いでいくことになります。
もう少し恩をあだで返すような態度は、考えて
ほしいと願います。
帰って又、様子を報告させていただきます。
さて、今日は、松戸ロータリー奨学基金の奨学
生２名に来ていただいています。大学進学と就職
されるそうですが、卒業をお祝いし今後の良い人
生をお祈りしたいと思います。
また、間もなくお彼岸になります。彼岸は向こ
う岸、極楽浄土を指しますが祖先を祀る期間と
なっています、この行事は日本独自のもので、太
陽信仰と繋がりがあって「日願」からきていると
もいわれ、真東から昇り真西に沈むので祖先との
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交流にふさわしい日とされたようです。お盆が家
に祖霊を招くのに対し、祖先に会いに行くお墓参
りに行くという意味合いになっております。
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１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①本日例会終了後、クラブ
協議会がございます。該
当する役員の方はご出席
願います。
②今週末、天和RC5周年例
会へ会員11名にて参加さ
れます。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①大 原RCより創立50周年記念例会のご案内が
届きました。5月19日㈰、14:00点鐘、記念講
演
（藤川卿胤氏）
、16:30懇親会、場所九十九里
ヴィラそとぼう。
３．他クラブ会報・その他
特にありません。
４ 例会変更の連絡
・松戸北ＲＣ
４月３日㈫は観桜例会に変更
点鐘 18：30
場所 東漸寺
５ その他
澤田会員より３月12日に男の子が誕生したと
のお知らせがありました。おめでとうござい
ます。
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松戸RC奨学生
松戸RC奨学生
市立松戸高校3年生 市立松戸高校3年生
岡田 遼  君
清水葉月  君
福島より震災被災者

常盤会長
岡田 遼  君
清水葉月  君

太田原会員

湯本会員

［出席報告］
会員52名
出席41名
仮欠11名

義務会員43名
義務会員34名
義務会員９名

［欠席者］

小倉 純夫君   草野
小川
一君   小林
圡肥伸一郎君   浅井

［Ｍ

Ｕ］

下田由起男君
杉浦 章浩君
澤田 正宏君
浅井 利明君

岡田
清水

遼様
葉月様

進君   島村 善行君
登君   中田智次郎君
利明君   猪俣 貴久君

  松戸東ＲＣ
  
  松戸東ＲＣ
  
  松戸東ＲＣ
  
  インターアクト  

本日出席率
先々週出席率修正

［ゲスト］

免除会員９名
免除会員７名
免除会員２名

３月９日
３月９日
３月９日
２月17日

82.0％
79.60％ 83.67％

  市立松戸高校
  市立松戸高校

ニコニコ BOX

安井克一君
【入会】昭和60年3月27日
（27年）

下田由起男君
【結婚】下田様ご夫妻
3月1日

飛田 勤君
【誕生】3月21日

安井克一君／長い間御世話になっております。あ
りがとうございます。
柳澤正敏君／家内の誕生祝いを頂きまして、有難
うございました。今後共、宜しくお願い致します。
下田由起男君／ 32回目の結婚記念日をむかえま
した。何とか、続いております。
飛田
勤君／月日が経つのは早いものです。昨
年、お祝いを頂戴してから早や１年が経過しまし
た。これからも宜しくお願い致します。
織田信幸君／所用に依り早退します。
ニコニコ BOX 当日￥ 21,000

累計￥ 913,000

財

累計￥ 108,780

  

団 BOX 当日￥

3,495

文責／橋口
− ４ −

