
◆ 本日の例会 （第１９１４回）　　２／２ 　（水）

◆ 次回の例会 （第１９１５回）　 　 ２／９ 　（水） 

司　　　　 会　 岩田　滿治君

斉　　　 唱 　　ＲＳ／それでこそロータリー

◆第１９１３回例会記録　　 １／２６ （水）　晴　

会長　香田　研二

会員数   　３３名　 前々回訂正　 　 １９１１例会

欠席会員数 　 　７名　 欠席会員      　　 　２名中

出席会員数       ２６名　MAKE UP             ０名

出席率 　　　　　７８.７９％　  出席率訂正    　　 　９３.１０％

　　ゆったり例会を開催します。
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幹事報告

　先ずは冒頭、皆さまには大変お見苦しいモノを見せてしまい大変

お恥ずかしい限りです。 今朝自宅を出て来た時には全く異常は無

かったのですがいつの間にこの様になってしまったのか ・ ・ 後ろに

目が無いとは言え吉村さんを始めご指摘頂いた方々には感謝いた

します。 やはり容姿には男性より女性の方が気を配ってられると

実感いたしました。

　さて、 コロナオミクロンが猛威を振るロータリー活動にも多大なる

影響が出ています。 例年２月例会にて実施される北警察署・ 消

防署優良職員表彰、 並びに各所長による卓話も中止となり会長 ・

幹事、 各委員長での警察 ・ 消防書訪問となってしまいました。

各署長さんのお話は非常に含蓄に富み楽しみにしていたのに誠に

残念です。 しかしながら、本日は近藤先生の卓話と１４日行われた

北 ・ 楠図書館への寄贈図書読み聞かせ会の報告を祖父江社会

奉仕委員長よりご報告いただきます。

誠に手前味噌になりますがＷｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔに中日新聞記事が掲

載されています。 是非お目を通しておいてください。

　また、 後程梶川ガバナー補佐より詳細に報告いただきますが、２

月２７日に行われる西・東名古屋分区記念植樹事業に会長・ 幹事

・ 社会奉仕委員長の他、新春とは言え何分寒さ厳しい折ですので

是非若いメンバーに受付 ・ 案内などのお手伝い要員を募るとの事

です。 皆さん積極的な取り組みをお願い致します。

１. 本日は、 愛知県北警察署の優良警察官感謝状 ・ 記念品贈呈

　　式、 署長様の卓話の予定でございましたが、 コロナウイルスオ

　　ミクロン株の感染拡大により中止となりましたので、本日はゆった

　　り例会とさせていただきます。

２. 愛知県北警察署より、 感謝状が届きました。

　　後程、 会長よりご披露していただきます。

３. ロータリー財団より確定申告用寄附金領収証が届きましたので、

　　上記（１１月）に個人寄付をいただきました方に同封致しました。

４. ロータリー財団１８０ドルの寄付についてです。 ２月お支払いで申

　　込をいただいた方に、 請求書を同封させていただきました。

　　２月２１日（月）までに、専用振込口座へご入金をお願い致します。

５. ロータリー財団よりポリオ根絶運動に役立てるための寄付金を付

　　与した 「END POLIO NOW」 ロゴマークをあしらったエコバッグ

　　を作成し、 販売することになりました。

　 当クラブからも１人１枚購入することになりましたので、受付にてお

　　支払い下さい。 お一人１,０００円です。

６.　２月１日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が 1 ドル１１５円

　　（1 月 ： 115 円） に変更される旨国際ロータリー日本事務局より

　　連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。



　私の仕事の中で、 重きを占める建築紛争 （「私と建築」） につい

て弁護士の仕事を理解して頂ために、適当かと思いお話致します。

私が建築の仕事をするようになったのは、 「新婚で入居したマンシ

ョンが欠陥住宅だった」 ことがきっかけです。

「ダイニングを歩くと、 ポチャポチャ音がする。」 「なんだか異臭が

する。」 「玄関扉の下に茶色い染みが出てきた。」 というので調べ

てみると、 「下水のための塩ビ管が外れていた。 １ヶ月間、汚水が

床下にプールのように溜まっていた。」 ということでした。

汚水は壁の断熱材の下端まで達していましたので、 部屋を完全に

スケルトンにまで戻し、 尚しました。 そのことを弁護士会の会報で

書いたところ、消費者委員会の中で欠陥住宅被害に立ち向かおう

としていたグループから声を掛けられました。 グループでは、同じく

欠陥住宅についてこれを正そうとしていた住宅設計士の方々と知

己を得ました。 設計士の皆さんは、 「魂とスキルをもった専門家」

を目指してはいるのですが、 お一人お一人の個性が際立っていま

した。 それは、 「物を作る。 外界を変えていく。」 というお仕事だ

からだと思います。 調停委員を務める設計士の先生にも教えられ

ました。 「洗面所兼脱衣所の扉の設置は図面どおりである。」 とし

て変更しようとしない業者に対し、 「施主から見ればただの図面で

も、 設計士の目で見れば、 部屋の広さ、 洗濯機の位置、 人の

導線から、 扉が邪魔になることは容易に予測できたはずだ。 それ

に気づかないのは仕事を怠っていたということだ。 引き戸に変更せ

よ。」 と、 はっきり言って下さったりしました。

このように、 専ら 「被害者側」 から建築に関わっていたのですが、

現在私はハウスメーカーの顧問弁護士として働いています。

以前勤務していた事務所で損保会社を通じてあるハウスメーカー

の仕事をしました。 そこで、被害内容の確定や義務の範囲等につ

いて、調査方法を検討したり助言したりしたところ、その後もハウス

メーカーの担当者から相談を受け、 そのうち、 「顧問に」 という話

が出ました。 検討したり助言したりしたところ、 その後もハウスメー

カーの担当者から相談を受け、 そのうち、 「顧問に」 という話が出

７.　コロナウイスの影響により、 下半期の行事予定が変更になった

　　箇所がございます。

　　再度、 下半期の行事予定表を同封させていただきました。

　　ご確認をお願い致します。

ご 報 告

【先日は、ゴルフ友の会でお誕生日を祝っていただき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございました】

香田　研二君　　梶川 久雄君　　渡邉 泰彬君　　尾關實津成君

玉置 正樹君　　西村　　 努君　　杉浦　定文君　　足立陽一郎君　

岩田 滿治君　　吉村知紗さん　　 林　　　　功君　　　入江由希子さん

中島 宗幸君　　平子　明資君　　 塚本　　隆君　　 宇佐美太郎君

北村紀子さん　　中野愛弓さん　　柴山　利彌君　　　加藤あつこさん　　

伊藤 晋一君　　加島　　　光君　　祖父江佳乃さん　　　　　

尾関　正一君　　一安心ありました。

近藤　　 朗君　　本日会員卓話の機会をいただきありがとうござい

　　　　　　　　　　 ます。 よろしくお願い致します。

ニ ボコ ックス

１月１４日 （金） 名古屋市北図書館 ・ 楠図書館に寄贈した本の読

み聞かせ会のご報告をしていただきました。

近藤　　朗君

卓話会員

ました。 ただ、欠陥住宅の被害者側でテレビの取材など受けてい

た時期でもあり、 お受けしませんでした。 ただ、 その後私が事務

所を移り、 同事務所が顧問契約を結んでいた建築、 土木の会社

の依頼を受け仕事を始めました。すると自分自身、 被害者でも加

害者側でも、 同様のことを言っていることに気づきました。

そこで、 欠陥住宅対策のグループで、 上記のハウスメーカーの被

害についてよく対処している設計士の先生に電話して、 「顧問にな

らないかというオファーをもらっているのだが・ ・ 。」 と相談しました。

するとその先生は、 「あそこは、 シェアが大きいので、 相談も多い

けれど、 申し入れると対応も早いし、 何より合理的だよ。 近藤さん

みたいな人が顧問になったら、 もっと良くなると思うなぁ。 やってみ

れば。」 と言って頂けました。 そこで、 引き受けました。

その後ハウスメーカーの仕事を続ける中で、 迷いが生じ 「２級建

築士の資格を取れれば」 と思い、 通信で大学の建築科に学士入

学しました。 残念ながら、 忙しいのと、 構造計算について行けな

かったのとで卒業は叶いませんでしたが、「数十万トンのタンカーを

数人で操るという時代に、 商船大学には帆船がある。」 というのと

同じ理屈で、 「ハウスメーカーの作る建物だけをみていても、建物

は分からない。 長い伝統の上の技術の積み重ねの一過程に今の

建物がある。」 と、 「知らなければ、 勉強すれば良い。」 と落ち着

きました。 建築の仕事は、 私を成長させてくれております。


