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 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.36

　皆さん、こんにちは。5月の理事会で沼津柿田川ＲＣ
から2名の入会が満場一致で承認され7月第一例会から
の参加となります。今日を含め本年度の例会も残すとこ
ろ4回です。今日は今年最後のリレートークに、明日は
新旧の会長幹事会、3日（日）は千本をよくする会です。
おかげさまで駅前の花壇も文字に筆を入れていただき、
今のところ鮮明です。沼津の顔として、花壇もあわせて
見守りをよろしくお願いします。
　来週は今年2回目の移動例会です。さすよさんは製造、
販売、飲食店をそれぞれ分社化してますますご発展のこ
とと拝察します。先日ドラム缶を使ったひものの試食販売
のユニークなお話を聞きました。今、東京で飲食業界人
に話題の店があるそうです。『居酒屋ガツン！』一見ごく普
通の居酒屋ですがちょっと違うのが『ドリンク持ち込み放
題』300円で飲み物を自由に持ち込めるそうです。最近は
食べ物も持ち込みできるようになったようで、あっと驚く高
級材を持ち込んでもよし、近所の飲食店から出前もできま
す。このお店のルールは「楽しいお店はみんなでつくるも
の」というコンセプトがあります。ご協力いただけない場
合は退場！ とソフトタッチでルールが壁に貼っています。
１．  他のお客様が不快になるようなお話はご遠慮ください。
２．  スタッフも人間です！ 失礼なことをいわれてしまうと
怒りますよ～

３．  お酒の飲み過ぎはスタッフや他のお客様が心配し
ちゃいますのでほどほどに。

４．  スタッフにお酒を飲ませないでください～
５．  楽しいお店はみんなで作るものだよ～！
　　 最低限のマナーを守らずに楽しいお店作りにご協力
いただけないと判断した場合、最悪ご退席をお願い
することもあります。

自由ですが一定の価値観をもとに秩序が守られていて、
参加する人それぞれが有機的に楽しむコミュニティと
なっています。当たり前のようですが型破りな居酒屋さん、
これからのスタイルとして定着するかもしれません。

ビジター  加藤　康雄君（富士宮西）

欠席者（10名）
道前君、原田君、髙地君、楠木君、
野口君、大熊君、清君、勝呂君、
塚本君、渡邊（洋）君
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6月8日（金）
　親睦活動月間担当例会
　移動例会　さすよ亭見学

6月15日（金）
　外部卓話「落語の魅力」
 三遊亭朝橘師匠

 会員　山本　洋祐君
１．法曹を志したきっかけ
• 1つの出来事によって急に志すようになったわけでは
なく、色々な出来事を経ていくうちにジワジワと志すよ
うになった→取引先の倒産、関係会社同士の合併、
事案解決・利害調整がうまくできないもどかしさ、経
営学に対する疑念の高まり
• そこに、法科大学院（ロースクール）開校、勤務先の
早期退職優遇制度、自分が独身であったこと、といっ
た事情もあいまって、決心した
２．明治大学法科大学院
• 「話が違う」～未修者コースに入ったのに、全然「未修」
じゃない人が半分くらいを占めている→そういった人
に合わせて授業が進められていくので、私のような「純
粋未修」はついていけないし、質問も極めてしづらい
• 1年目の目標「留年せず2年生に進級」、2～3年目の
目標「留年せず卒業」～卒業後の新司法試験のことま
ではとても考える余裕がなかった
• 卒業後、学校側が学内試験の成績（ＧＰＡ）を開示した
ところ、なんと私は90人中81番だった→法科大学院、
新司法試験、司法修習と“低空飛行”が続く
３．約4年間の勉強
• 平均勉強時間→1年目8時間/日、2年目10時間/日、
3～4年目12時間/日（勉強しない日は月1.5日）
• 法科大学院の授業出席率99.9％（1回だけ時間を
間違えて欠席になった）→学部生時代と真逆
• 勉強することは辛くなかったが、勉強してもしても中々
上達しなかったことが辛かった
• なんとか留年せず3年で法科大学院を卒業できたが、
卒業直後の新司法試験は全く歯が立たず、不合格→
人生初の浪人生活へ
• 浪人生活開始翌月、合格者の指導を受けたことで開眼
→この方向性で頑張れば何とか合格できるかも、と初
めて思えた瞬間
４．2回目の新司法試験
• 論文試験は「誰もが書きそうな普通のことを」「わかり
やすい日本語で」「読みやすい文字で」書こうと心掛け
た→「俺、凄いことを思いついた！」は落ちるパターン
• 受験番号が800番→座席が端だったので良かった
• 受験時には既に現妻と婚約→披露宴は私が懇願して
合格発表の2週間前にしてもらった（合格発表後に披
露宴では不合格だった場合に耐え難い）
• 合格発表→掲示板を見間違えて落ちたと思ったら、
他のところに「800」の文字

会員　山本　洋祐君

会員リレートーク会員リレートーク

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

第3回クラブ協議会 ❷
広報 リーダー　森藤　恵二

　広報は広報、雑誌の2委員会で構成されています。
各委員会と協力し地域の皆様にＲの奉仕活動等をご理
解いただけるようマスコミ等に働きかけましたが、まだま
だ多くの皆様にご理解いただけたとは考えておりません。
次年度に向けて努力してまいります。ご協力いただきま
した皆様に心より感謝申し上げます。
広報・雑誌　【広報】一般の人々にＲＣの存在や活動
についての理解が広がるよう、マスコミ関係に情報提供
していく努力を続けます。【雑誌】従来の方針を継続し、
「Ｒの友」に対する関心を喚起するため、必読記事の紹
介など引き続き努力をしていきます。

広報 リーダー　森藤　恵二

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…6/25（月）は例会場変更
 ＠志ほ川 18:30～
　新　富　士…6/26（火）は6/23（土）期末例会
 ＠伊豆長岡ホテルサンバレー
　長　　　泉…6/27（水）はクラブフォーラム
　沼　津　西…6/28（木）は夜間例会
　富士山吉原…6/28（木）は夜間例会 会長幹事慰労会
２ ．6/2（土）新旧合同会長幹事会
⇒ 吉野君・村上君・細澤君・大村君・山口君・次期
Ｇ補佐事務局メンバー 出席予定
３ ．6月のロータリーレート　1ドル＝110円

細澤君…本日第3回の被選理事会を開催いたします。
ご出席の皆様よろしくお願いいたします。
吉野君…本年度最後のリレートーク山本洋祐君・渡辺
好司君の2名で、短い時間ですみません。よろしくお願
いします。

 会員　渡辺　好司君
　私の実家は沼津市常盤町です。家業は薬局で、父が
昭和37年に沼津仲見世商店街に一隆堂薬局を開局し
ました。物心ついた頃から私も薬剤師の道に進むのか
なと子どもながらに感じていました。高校までを沼津で
過ごし、東京の薬科大学に進学、小さい頃からの思いが
実り薬剤師となることができました。平成元年に帝国臓
器製薬㈱（現在のあすか製薬㈱）に入社、社会人としての
生活が始まりました。帝国臓器製薬は武田薬品工業㈱
の子会社で、社長が大学の先輩であり、プロスタール、
アルタットと主力製品がしっかりしていましたので入社を
決めました。入社後は茨城県を担当し営業をしました。
当時はまだバブルで、色々な接待を体験することができ
大人の世界を深く学んだと思っています。社長が大学の
先輩でしたので期待を寄せられたのか、10年目にはつ
くば大学を担当し、ベテランの営業の方々の中で苦労
しました。その頃薬局も調剤化が進み、一隆堂薬局も
西添町に店舗を新設するため、愛する沼津に戻ること
を決意、平成10年10月に有限会社一隆堂薬局を設立
しました。営業を10年やる中で培われたコミュニケー
ション能力をいかし、患者さんが持ち込む処方箋から
薬の調剤、服薬指導から薬をしっかり飲んでもらうこと
に努めています。おかげさまで今年の10月には満20年
を迎えることができます。地域のかかりつけ薬局を目指
し奮闘する毎日でございます。仕事もＲも共に楽しもうと
思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

会員　渡辺　好司君

　6/3（日）、梅雨入り前に晴天に恵まれ、暖かい日差し
の中で千本公園の清掃活動を行うことができました。
参加された皆様、お疲れ様でした。

参加者　石渡君、寺田君、實石君、積君、奥村君、
渡邉（雅）君、野際君、渡邊（洋）君、杉山君、三好君、
細澤君、山口君、東君、吉野君、山本君、峯村君、
向坂君、石渡三代子様、積邦子様、山口奏汰様、山
口ゆいり様、山本実知様、事務局鈴木さん

千本をよくする会
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ション能力をいかし、患者さんが持ち込む処方箋から
薬の調剤、服薬指導から薬をしっかり飲んでもらうこと
に努めています。おかげさまで今年の10月には満20年
を迎えることができます。地域のかかりつけ薬局を目指
し奮闘する毎日でございます。仕事もＲも共に楽しもうと
思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

会員　渡辺　好司君

　6/3（日）、梅雨入り前に晴天に恵まれ、暖かい日差し
の中で千本公園の清掃活動を行うことができました。
参加された皆様、お疲れ様でした。

参加者　石渡君、寺田君、實石君、積君、奥村君、
渡邉（雅）君、野際君、渡邊（洋）君、杉山君、三好君、
細澤君、山口君、東君、吉野君、山本君、峯村君、
向坂君、石渡三代子様、積邦子様、山口奏汰様、山
口ゆいり様、山本実知様、事務局鈴木さん

千本をよくする会


