
                                        第 1578 回   № 9 

                                         例会日: 2019.09.09 

Weekly Report 
「ロータリーを通じて生まれる人との絆を大切に」 

本日の例会 ゲスト卓話（東島誉志税理士事務書 税理士 東島誉志氏）   次回例会 ゲスト卓話（佐世保 YEG 会長 池田宗𠀋氏） 

《ゲスト卓話》 

              竹口・堀法律事務所   

代表弁護士 竹口将太氏 

 

「弁護士業務について」 

弁護士の竹口将太と申します。本日は，お招きいた

だきありがとうございました。当職は，竹口・堀法律

事務所の代表者として弁護士の業務を行っています。

本日は主に，当職が日頃行っている業務等についてお

話できたらと思います。 
弁護士の業務としては，大きく分けると，弁護士と

しての通常の事件処理に加えて，弁護士会の会務活動

を行っております。 
第１に事件処理については，ご相談を受けた案件等

について，相談業務や代理業務等（裁判や調停等を含

む。）を行っております。当事務所では，あらゆる分

野を取り扱っており，様々な方々からご相談を受けて

おりますが，本日時点で弁護士３名・事務局７名（外

部提携行政書士を含む）とスタッフが比較的充実して

いると思われることや，佐世保で初めての女性弁護士

が在籍する事務所として女性からのご相談も多いこ

と等が，当事務所の特色の１つだと思われます。 

当事務所で取り扱っている案件は多岐にわたりま

すが，最近個人的に気になっている案件としては，大

きな改正がなされた遺産相続に関する案件や，佐世保

でも問題となっているインターネットでの求人広告

に関する消費者問題，佐世保の企業の倒産問題等があ

ります。 
第２に会務活動については，弁護士会（長崎県弁護

士会や九州弁護士会連合会等）の会務活動を行ってお

ります。これまで，長崎県弁護士会や九州弁護士会連

合会における各委員会の委員長等も務めてまいりま

したが，特に今年度は，長崎県弁護士会の副会長と長

崎県弁護士会佐世保支部の支部長を兼任しておりま

す。 
また，会務活動ではありませんが，各自治体の行政

委員等も務めてまいりました。 
業務を行う上での心構えとしては，謙虚さや，相談

者の皆様の気持ちに寄り添う姿勢等を常に持つこと

を心がけています。 
最後に，弁護士としての業務以外には，お世話にな

っている佐世保の皆様に恩返しをするためにも，青年

会議所等の地域活動も行っております。 
今後も，地域に根差した業務や活動を行うことがで

きるよう頑張ってまいりますので，よろしくお願いい

たします。 
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【本  日】   会員数  40名    出席  21名     欠     席   7名    出席規定免除会員（12）    出席  5名    出 席 率  78.79％ 

【前々回】   会員数  40名    出席  21名    メークアップ  7名    出席規定免除会員（12）    出席 10名    修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2019～2020 年度 ＲＩ会長 / マーク・D・マローニー ガバナー/千葉憲哉 



《会長挨拶》 

               蒲池芳明 会長 

 

今日は 2 週目夜の例会となります。KKC クラブは森 

豊前会長をしのぶ会とお聞きしております。今思い出

すのが、なんか一丁やったるかい、NHK のど自慢の予

選出場、金ちゃん仮装大賞九州予選出場など、本当は

芸能界にあこがれた方だったと思います。 

今取り組まれている宮﨑有恒 35 周年記念誌には、そ

んな森前会長の思いや写真集がきっと入っていると

思います。楽しみに記念誌発行をお待ちしています。 

私達の職種ではありますが、昨日消費税に関する説

明会がありました。どの職種の方もどうなるのだろう

と関心をお持ちかと思います。薬局では保険調剤に関

するものは内税、一般薬販売に関するものは外税とな

ります。 

消費税 10％になると薬価といいまして、10％分を薬

価に含めて決められるため、支払う時には、新たに患

者さんが消費税として支払いが発生する事はないで

す。ただ私達薬局には卸問屋からの購入には消費税が

発生し、支払うことになります。実際には薬価が 10％

まで上がらなければ、逆ザヤといって損する事にもな

ります。そのことを考慮しながら私たちは購入する事

にしています。 

皆様も消費税については色々と職種ごとに考えてお

られるものと思います。 

本日は、竹口・堀法律事務所の代表弁護士 竹口将

太様のゲスト卓話です、楽しみに拝聴させていただき

ます、宜しくお願いします。 

 
 
《幹事報告》 

          村瀬高広 幹事 

 

1.例会変更 

 

・佐世保中央ＲＣ  

9 月 12 日（木）18：30～→12：30～ 

セントラルホテル佐世保 

（ガバナー公式訪問例会のため） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

9 月 24 日（火）12：30～→18：30～ 

ホテルヨーロッパレンブラントサロン 

（観月例会のため） 

 

2.来 信  

 

・ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 9 月号 

 

・ガバナー事務所 

① 2019 年度第 2740 地区米山奨学生 

レーチュンハイ君 出前卓話予定表 

    10/ 8（火）佐世保西ＲＣ 

10/17（木）平戸ＲＣ 

10/31（木）佐世保東ＲＣ 

11/12（火）北松浦ＲＣ 

11/16（土）雲仙ＲＣ 

 

② My Rotary アカント登録率一覧表 

および Rotary Club Central 目標入力一覧表 

 

③ 2019～20 年度 

インターアクト前期指導者研修会のご案内 

日 時：10 月 12 日（土）受付 12：30 

開 会：13：00～  

閉 会：16：30～ 

場 所：東彼杵会館 大会議室 

（彼杵郡 東彼杵町彼杵宿郷 706-4 

ＴＥＬ09573-46-0114） 

講 演：ＮＰＯ環境カウンセリング協会 

長崎 理事 矢野博巳 氏 

 

④ 地区大会人頭分担金送金のお願い   

 

・ガバナーエレクト事務所 

   2020～2021 年度ガバナー補佐推薦のお願い 

 

・直前ガバナー事務所 

   ガバナー月信 総集編 

 

・佐世保西ＲＣ 

① 2019～2020 クラブ現況と活動計画書 

前年度活動実績報告書 



IT 会報委員会 委員長 / 田島 慎   委員 / 平石 晃一  中島 閏二  森 豊  中川 信次（記事担当 田島 慎） 

本日の合計 25,000 円    累計 405,000 円 

 

② 創立 50 周年記念式典並びに祝賀会 

開催のご案内 

日 時：10 月 26 日（土） 

記念式典 17 時より 

祝賀会：18 時 30 分より 

会 場：九十九島ベイサイドホテル&リゾート 

フラッグス 

 

 ・佐世保東南ＲＣ 

  2019～2020 クラブ現況と活動計画書 

前年度活動実績報告書 

 ・佐世保市海洋スポーツ協会 

  「第8回させぼ海洋探検隊in高島 支援の御礼」 

 

3.伝達事項 

 

① 9/18（水）18：30 よりセントラルホテルにて

第 4 回会長幹事会が開催されます。 

 

② 9/19（木）18：30 より 

グ ラ ン ド フ ァ ー ス ト イ ン 佐 世 保 に て      

第３回理事会が開催されます。 

 

③ 地区大会は理事役員・入会 3 年未満会員は 

登録・出席義務となっておりますので 

よろしくお願いします。 

 

④ 9/16、9/23（月）は祝日休会となっております。

次回例会は 9/30（月）ゲスト卓話  

東島誉志税理士事務所 税理士 東島誉志氏 

です。 

 

 

《委員会報告》 

 

職業奉仕委員会 小西研一 委員長 

職業奉仕委員会では、10 月 15 日（火）18:30 よりセ

ントラルホテル（ヴィオラの間）で「職業奉仕に関す

る勉強会（私たちの職業奉仕）」を開催します。入会

3 年未満の会員及び希望される会員の方々は是非ご

参加ください。 

 

松田信哉 KKC 会長代理 

本日は久しぶりの KKC です。場所はギャラウェイです。

よろしくお願いします。 

 

公共イメージ・雑誌文献委員会 藤井良介委員 

ロータリ米山記念奨学事業の基礎知識について。 

 

 

《ニコニコボックス》 

田島 慎 親睦活動委員 

 

 
 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

本日は、ゲスト卓話です。竹口・堀法律事務所代表

弁護士竹口将太先生のお話しです。 

楽しみに拝聴致します。よろしくお願い致します。 

 

緒方信行君 

① 本日の卓話者、竹口将太様のご来訪を心より歓迎

申し上げ、卓話を楽しみに拝聴させていただきま

す。 

② 大分県に昨日、ビートスイミングクラブ大分大在

プールをオープン致しました。公門会員には、素

晴らしい花を届けていただいた上に、祝賀会まで

ご参加いただき、心より感謝申し上げます。 

 

渡会祐二君 

① 結婚記念日のお祝いをいただきまして、ありがと

うございます。 

② 本日のゲスト卓話者は、長崎県弁護士会の副会長

兼佐世保支部長を務めておられます、竹口・堀法

律事務所の代表弁護士竹口将太先生です。お忙し

い中、卓話を受けていただきまして感謝しており

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

平石晃一君 宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 

松田信哉君 小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君 

田島 慎君 公門新治君 八木順平君 小西研一君 

中川信次君 茶村亜子君 渥美大介君  

二ノ宮 健君 

本日の卓話は、竹口・堀法律事務所代表弁護士 竹口

将太様による「弁護士業務について」というお話です。

事前に内容をお伺いしましたが、話しながら考えると

いうことで、わかりやすい内容になっておりますので、

一同楽しみにしております。 


