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●みんなで躍動、更なる発展 
2021～2022　越谷東ＲC運営方針

2021～2022　ＲＩテーマ

●奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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会長：加　藤　盛　也
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◆黙　想 
◆開会点鐘 会長　加藤　盛也
◆ロータリーソング斉唱 「それでこそロータリー」
◆クラブソング斉唱 「クラブ賛歌」（3番）
◆ビジターゲスト紹介 会長　加藤　盛也

元越谷東RC会員 松浦　和人 様
米山記念奨学生 張　政 様

◆会長挨拶 会長　加藤　盛也
◆幹事報告 幹事　隅田　　敏
◆委員会報告 会場運営委員会　橋本　政行
◆新会員入会式 勧誘委員会　岡崎　愛子
 （紹介者：松浦和人様）　野寄　新吾 様
 （紹介者：隅田　　敏）　飯島　　昇 様
◆私と会社「職場紹介」を通じて

職業奉仕委員会 小暮　進勇
 卓話者：加藤盛也会長・隅田　敏幹事
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　栗田　晴巳
◆出席報告 出席委員会　杉下　　智
◆閉会点鐘　 会長　加藤　盛也

みなさんこんにちは。新年度がスタートして、二週
にわたりクラブ協議会が開催され、各委員長から力強
い所信挨拶をいただきました。一年間、委員長を先頭
に副委員長、委員の皆様が委員会活動へ積極的に参加
いただけますことをお願い申し上げます。

さて、今週は、メジャーリーグで大活躍している大
谷翔平選手が出場したホームラン競争とオールスター
ゲームの話題で持ちきりでした。ホームラン競争では
残念ながら１回戦で敗退しましたが、再延長にまで持
ち込まれる熱戦を演じてくれました。試合では、打者
として１番、投手として先発と漫画の主人公の様な存
在でした。今後の更なる活躍を期待したいと思います。

前後いたしますが、７月10日㈯に管理運営部門、ク
ラブ研修リーダーセミナーが行われ私と大内副会長が
管理運営部門、隅田幹事がクラブ研修リーダーセミ

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　加藤　盛也

入会おめでとうございます！

新入会員
飯島　昇 様　　野寄新吾 様



　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏
ナーに参加いたしました。Zoomによるオンライン開
催で発言指名されることもなく終えました。例会でセ
ミナー報告を予定しておりますので、詳細については
割愛しますが、悪天候やこれからの暑さを考えるとオ
ンライン開催は、非常にありがたいと感じました。

また、来週７月23日㈮には、東京オリンピック開会
式が開催されます。その関係で22日から４連休になる
ため、22日の例会は休会となります。開催にあたり、
色々な意見もありましたが、ここまで来たらコロナ
ウィルス感染が広がらずにアスリートがベストパ
フォーマンスを発揮できる大会になることを心から
願っています。

最後になりますが、29日に予定していた夜間例会の
後の懇親会で、先月入会しました齊藤さんと本日入会
式を行う野寄さん、飯島さんの歓迎会を予定していま
したが、コロナウィルスの影響による社会状況を鑑み、
通常の昼時間で例会場開催に変更となりました。ワク
チン接種も進んでおり、状況が好転してくると思いま
すので、その時までもうしばらく我慢し、心配のない
状況下で歓迎会を開催したいと思いますのでご理解の
程を宜しくお願いします。

幹事報告をさせて頂きます。
本日は、４点皆さまに報告がございます。

①　次週、７月22日木曜日は東京オリンピックの関係
で休日となりますので、例会は休会となります。

②　７月29日木曜日の例会についてです。
　当初、夜間例会で予定されておりましたが、コロナ

の状況に鑑みて、橋本家様での夜間例会を取りやめ
て、通常とおり昼間の時間帯（12時30分点鐘）での
例会となりますので、ご注意ください。場所も通常
通り、例会場となります。

　なお、この日には、以下の方々がビジターゲストと
してお迎えする予定です。

　　国際ロータリー第2770地区　第８グループ
　　　　　　　ガバナー補佐　　　小林光則　様
　　　　　　　ガバナー補佐幹事　大濱　裕広　様
　　越谷北ロータリークラブ会長　中澤　伸浩　様
　　越谷北ロータリークラブ幹事　今井　英治　様
③　越谷北クラブから第12回越谷ジュニア甲子園野球

大会開催のお知らせ、が届いています。
　７月31日土曜日越谷市民球場にて、午前８時20分〜

開会式、午前９時から第１試合開始の予定とのこと
です。

④　ポリオTシャツ発注希望される方は、７月29日木
曜日までに事務局山崎様宛にサイズとともに、ご連
絡をお願い致します。金額は１枚1,700円（税別）、
サイズ展開はS・M・L・XLとなっております。XL
より大きなサイズがご入用の場合は特注品となりま
すのでご了承ください。また、この金額にはポリオ
寄付は含まれておりません。　　　　　　以上です。

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　栗田　晴巳

今　　回 24,000円

77,200円累　　計

次の例会の案内

第1646回 7月29日

管理運営部門セミナー報告
新入会員スピーチ

　　委員会報告

◆会場運営委員会 橋本　政行
会場運営委員会の橋本です。
ドア当番表を入口に貼っておりますので、ご確認し

ご協力の程宜しくお願い致します。



みなさんこんにちは。本日は、職業奉仕委員会が
企画していただいた「私と職業」のトップバッター
として発表をさせていただきます。

私の職業分類は、不動産取引業となります。不動
産売買、売買仲介、賃貸、賃貸管理、不動産コンサ
ルなど不動産に関わるほぼすべてを取り扱っていま
す。皆川会員が業界の大先輩になります。東京の不
動産会社、越谷の不動産会社勤務を経て平成18年４
月に独立開業し、同年５月30日に宅地建物取引業免
許を取得し業務を開始しました。また、国家資格の
宅地建物取引主任者が2015年４月に宅地建物取引士
となり、士業の仲間入りとなりました。

平成23年に本社所在地を現在の越谷市越ヶ谷に移
し、越谷中央商店会の理事を受けたご縁で商店会長
の小暮会員にご推薦いただき越谷東ロータリークラ
ブに入会させていただいた経緯となっています。

創業当時は、任意売却（経済的に行き詰った不動
産所有者が債権者の同意を得て不動産を売却）を専
門的に扱っていました。事情を抱えている相談者の

再スタートの力になることを第一に考えて仕事をし
ていたので、債権者の承諾を得た引越費用、搬出費
用の立替、仲介手数料の分割払い（最長で月々１万
円の80回の分割）等、収入の前に発生する費用が多
く、資金繰りが大変な時期もありました。

その後、権利関係上問題のある土地売却の相談、
借地権の整理の仕事から自社で購入し、問題を解決
し市場に出す仕事にも取り組んでいます。この業務
も、自社の利益よりも関係者の利益、周辺の住民の
利益を優先するため、最終利益が少ないことも多々
ありますが、丁寧に仕事することで、紹介により仕
事の相談が広がっています。

今後も経営理念「あらゆる不動産の問題に真摯に
向き合う」を替えず、協力会社の皆様とも良好な関
係を継続して、会社を運営していきたいと考えてい
ます。

トップバッターとして十分な発表になったか微妙
ですが、ご清聴いただきありがとうございました。
　

加藤　盛也会社創立卓話

今年度は、会長要望③「会員同士が、各々の職業を理解する機会となる機会をお願いします。」を受けて、
2007〜2008年度・2008〜2009年度に実施した企画を再度、実施することと致しました。
◯クラブには誕生・結婚祝いがあるように会社、事業所の創業を祝い披露する機会があってもいいのでは

ないか、日頃より顔なじみの仲間でも仕事は良くわからないという声からこの機会を通じ改めて理解を
して頂きたいという企画です。

◯この企画は、当時「もっとメンバーを知ろう」ということで、スタートした企画です。１年にわたりプ
ログラム委員会より割り当てられた時間にお二人から、会社創業時の苦労や以前勤めていた時のエピ
ソードなど併せ懐かしい写真など、当時の建物、風景などをスライドで拝見しながらお話しして頂きま
す。

職業奉仕委員会　小暮　進勇

私と会社私と会社
「職場紹介」「職場紹介」を通じてを通じて



皆さま、あらためまして、こんにちは。隅田でご
ざいます。

普通、皆さまの会社ですと、創立記念日みたいな
ものがあるんでしょうが、私の場合、創立記念日と
いうものは特にございません。独立して「隅田法律
事務所」を開設したのは、表向きは平成８年２月と
してはいますが、初めて事務所を賃借したのが、平
成８年２月だからで、創立の年も平成８年なのか、
７年なのか怪しい感じです。と言いますのも、もと
もと都内の法律事務所に弁護士として勤務しており
まして、そこの事務所のボスと大げんかをしてその
日のうちに事務所を辞めることになりました。弁護
士２年目の平成７年（1995年）８月のことで、当時、
30歳でした。次の日からぷうたろうですから、何と
かしないいけないと思いまして、とりあえずは、雇っ
てもらえる事務所を必死で探しました。まあ、年度
の途中の８月に事務所を辞めてるというだけで、こ
の人訳ありだな、ということで、どこからもお声が
かからず、最後の選択として、誰も雇ってくれない
ので独立することに決めました。

独立最初は、実家を登録事務所にしてまして、最
寄り駅が新田でしたので、お客様からお電話を頂い
て私が車でお迎えに行き、自宅のこたつで相談をし
て、母親がお茶を出す、みたいな感じでした。当時
は、独身で実家暮らしでしたから、月に１件でも事
件をご依頼頂くと十分に食べていけましたので、本
当にのんびりした生活でした。だいたい夕方の４時
くらいになりますと、仕事を終えて、同級生の親が
経営している「ハートランド」という打ちっ放しに
毎日行ってました。同級生の女の子が、「隅田君、
あなた毎日夕方になると、うちに来るけど、仕事何
やってるのよ？」なんて言われて、「え〜、弁護士
だよ」と答えると、「弁護士ってそんなに暇なん
だ？」って言われたのをよく覚えています。

さすがに私も、「このままじゃいかん」と思いま
して、平成８年になってから、事務所を借りること
にしまして、坂巻先生のお世話で、当時、越谷の駅
前通りにありました文省堂という文房具屋さんのビ
ルの１室をお借りすることが出来ました。それから、

手持ちの事件も数えるぐらいしかなくて、「本当に
お給料払えるのかな」なんて思いながら、事務員さ
んを一人雇いました。

その頃、たまたま運良く、知り合いの弁護士が都
内にいたんですが、この方が九州の小倉に返ること
になりまして、その方の手持ち事件30件くらいを私
に引継いでくれまして、途端に忙しくなりました。

それからというもの、有り難いことに事件を解決
してさしあげたお客様が新しいお客様をご紹介して
くれて、あっという間に手持ち事件が100件を超え
るようになりました。

当時、越谷の弁護士会の集まりで、支部例会とい
うのがありまして、例会後に必ずみんなで飲みに行
くんですが、弁護士30年やっているという大先輩の
方がニヤニヤしながら「隅田先生は、事件何件くら
いやっているの？」とお聞きになるので、もう130
件くらいはありましけど、控えめに「100件くらい
です。」と答えたら、大先輩が顔を真っ赤にして「そ
んなはずないだろ！」と言って怒られたのをよく覚
えています。とにかく目の前の事件を解決するのに
必死で、土日も関係なく、毎日、12時近くまで馬車
馬のように働きました。

その後は、もうお亡くなりになりましたが、越谷
クラブに所属していた松本先生（歯医者さん）のビ
ルに移ったり、新しく弁護士を雇ったりと、少しず
つ規模を拡大してまいりまして、多いときには弁護
士が５人になりました。

その後弁護士法人を起ち上げたり、税務会計事務
所、社会保険労務士事務所を開設もしました。今年
は長年の夢でした保育園をレイクタウンに開設する
ことが出来ました。保育園も含めて、社名に「ポラ
リス」が名前に付いているんですが、この「ポラリ
ス」は、「極の星 stella polaris」のラテン名に由来
していまして、日周運動でほとんど動かず、いつも
ほぼ真北に見えているので、昔から迷った人の目印
になってきました。また、軸足がブレないというこ
とから、この「ポラリス」をシンボルとしています。

そして、私が、心がけているのは、「人を活かす
ために生きる」という生き方、仕事の仕方なのです

隅田　　敏会社創立卓話



ＮＴＴ東日本埼玉南支店の野寄新吾と申します。
この度、歴史と伝統のある越谷東ロータリークラブ
に入会させていただき、誠にありがとうございます。

この７月に着任しました。埼玉県南東部の企業・
自治体等のお客さまが抱えている課題の解決を、
ICT（Information and Communication Technology：
情報通信技術）でサポートすることがミッションで
あり、こうした活動を通じて地域社会の発展に貢献
できればと考えております。

過去に埼玉で勤務した経験はあるものの、残念な
がら当時は越谷の皆さまとの関わりが薄かったため、
この度、ご縁をいただいたことに感謝し、越谷につ
いて理解を深めていきたいと考えております。

また、ロータリークラブの活動に参加させていた
だくのも初のため、わからないことだらけで皆さま
にはご迷惑をおかけすることが多々あるかと存じま
すが、どうかご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

新入会員　野寄　新吾 様

皆様、お久しぶりです。松浦です。
この度、皆様の仲間となります、野寄新吾さんについてご紹介します。野寄さんは、ＮＴＴ東日本埼玉南支

店ＢＩ部長兼副支店長でございます。ＮＴＴの会員ということで、私の後任という形にはなりますが、私とは
違い、若くてパワーのある方で、奉仕の理念にのっとり、皆様とともに活発な活動をしていくと確信しており
ます。越谷東ＲＣのこれからのますますのご発展とご活躍を祈念いたします。

紹介者　松浦　和人 様

ご紹介

新入会員挨拶

が、弁護士という仕事を通じてクライアントに提供
している価値は、「安心」とか「納得」です。民法
商法が扱っているのは金か物なので、紛争の真っ只
中にいる当事者の多くは、混沌とした世界にいて、
本当にたどり着きたい場所（安心と納得）がどこな
のか分からないことが多いです。もっと言うと、今
どこにいるのかすら分からないことも少なくありま
せん。今いる場所が分からないと、行きたい場所に
向かうことすら出来ません。そういった意味で、迷っ

た人の目印になるよう日々努力をしております。こ
れまでの経験から、誰かを活かすことによって実は
自分も活かされていくということを確信しておりま
す。そして、常にそこに喜びを見いだす存在であり
たいと強く思います。

ロータリーで学ばせて頂いた経験を糧にさらに、
皆さまと共に発展をしてまいりたいと思います。

拙い話しでした、ご静聴ありがとうございます！



武蔵野銀行の飯島です。
本日は入会式を執り行っていただき、誠にありが

とうございました。
今般の異動により草加支店から着任となりました。

隅田幹事から紹介のあった通り越谷北高校の出身で、
サッカー部の一年後輩となります。着任したばかり
で越谷について分からないことが多くありますが、

一日でも早く慣れることでロータリーの理念や活動
を理解し、皆様と楽しく活動していきたいと思って
おります。

まだまだ慣れずにおりますので、今後失礼なこと
もあろうかと思いますが、皆様のご指導・ご鞭撻を
よろしくお願い申し上げます。

新入会員　飯島　昇 様

新入会員挨拶

飯島昇さんをご紹介します。
私と同じ越谷北高校サッカー部に所属していまして、私の１学年下で、つまり私の後輩となります。
私自身は、全く記憶していなかったんですが、私の同級生で元会員の大友謙（武蔵野銀行常務取締役）によ

ると、当時、私が飯島さんに先輩風吹かせて長らん（ツッパリ用学生服でとにかく長いサイズの学ラン）で裏
地に龍の刺繍が打ってあるやつを5,000円で売りつけたらしいです（飯島さんからは、その場で「8,000円でした
よ！」と訂正のお言葉）。大友謙と同級生のお店で飲んでいるときに、その話しを聴いて、私には全く記憶に無
かったので「嘘だろう？」と言ったら、大友謙が飯島さんを直ぐにお店に呼び出ししました。飯島さんご自身
の口から直接学生服売りつけ事件が本当だったと聴かされて、ご本人が言うんだから間違いないだろうという
ことで悪いことをしたのを認めた次第です。

ポイントは、飯島さんという方がとても素直な方で、先輩から「長らん」売りつけられれば買ってくれるし、
お見せに呼びつけられれば直ぐに駆けつける、頼まれたら「はい」か「イエス」しか言わないロータリーには
とても馴染みやすい方なんだ、ということです。

どうそ皆さま、飯島さん、武蔵野銀行越谷支店を暖かくお付き合い頂けますようお願い致します。

紹介者　隅田　敏

ご紹介


