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4 月 27 日 №30
会 長 佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 小崎 直利

会長部門
今年度の地区研修・協議会は、次の通り 3 部
構成でオンラインにより開催されました。
【全体会議】4 月 18 日（日） 13:00-15:00
YouTube Live 配信
【オンライン研修-1】地区研修協議会ポータル
サイトから、資料ダウンロード
【オンライン研修-2】E ラーニングの受講
私からは、全体会議及び会長部門の分科会に
ついてご報告します。まず、全体会議の詳しい
内容は、次の通りです。
①シェカール・メータ RI 会長が発表した 2021
～22 年度のテーマ「SERVE TO CHANGE LIVES」
（奉仕しようみんなの人生を豊かにするために）

光明学園相模原高等学校

会長エレクト
＜RI 会長方針

田後 隆二
6 つの柱＞

○EACH ONE BRING ONE
会員の増強 120 万人から 130 万人へ
○EMPOWERING GIRLS
女子のエンパワメントに焦点
○DO MORE GROW MORE
もっと行動し、もっと成長する
○ROTARY DAYS OF SERVICE
ロータリー奉仕デーの実施
○END POLIO NOW（ポリオの完全根絶に向けて）
10 月 24 日世界ポリオデー
○ENVIRONMENT THE 7th AREA OF FOCUS
7 番目の重点分野「環境保全」

➁田島透ガバナーエレクトが発表した地区方針

＜オンライン研修-１＞分科会に代えて

1)活動方針：
「地区ビジョンの実現」を目指します

部門ごとにリーダーが作成した資料が地区研修

地区ビジョン（2019 年 10 月地区大会決議）
「私

協議会ポータルサイトにアップされ、それをダウ

たちは、地域社会の変化とニーズを捉え、地域

ンロードして受講しました。会長部門は、オンラ

社会にインパクトをもたらし、多様な人々との

インによる PETS が地区研修・協議会の会長部門

出会いとつながりを活かして、良い奉仕を実践

分科会を兼ねているので、PETS と同じ研修項目が

するために積極的に行動します。
」

アップされ、復習の意味での確認を行いました。

※相澤光春パストガバナーによる基調講演「地区
戦略計画について (地区ビジョンを実現しよう)」
2)活動目標「ポリオ根絶と会員増強」

＜オンライン研修-２＞E ラーニングの受講
「My ROTARY」から「ラーニングセンター」に、
サインインし、それぞれの担当役職（会長から新

DO MORE「END POLIO」GROW MORE「MENBERSHIP」

会員まで）に応じたコースが用意されているので、

奉仕を通じ会員基盤を強固なものにしよう

選択して受講し、最後に「修了証」をダウンロー

3)地区方針 ４つの柱

ドします。クラブ会長の基本は、全 9 コースあり、

優先項目①：地域社会の変化とニーズを捉える

標準受講時間は 4 時間と設定されています。

変化に適応できる組織への対応

○ラーニングセンターを利用しよう

1.地区ビジョンと行動計画の理解と推進

○就任への準備：クラブ会長

2.クラブ・フューチャービジョン会議の開催

○My ROTARY：クラブの運営

3.クラブ・デジタル化の推進

○ロータリークラブ・セントラルのリソース

優先項目➁： IMPACT 地域にインパクトを与える

○個人データの保護

1.世界ポリオデー（10 月 24 日）

○入会候補者情報プログラム

2.会員基盤強化 9 月 25 日～10 月 24 日 イメージ

○ハラスメントの防止と対処

向上・会員増強月間

○多様性・公平さ・開放性への取り組み

優先項目③：Encounter 様々な人々との出会いと
繋がり

○変化を導く
【全体会議】
、【オンライン研修-1、2】全ての受

1.地域で活動するより多くの人たちとのネット
ワークを築く

講を終えたら、レポートを提出します。締切は 5
月 8 日ですが、既に済ませました。

2.青少年への支援（インターアクト・ローターア
クト・米山奨学生など）

＜会員増強・維持部門＞

早川委員長

優先項目④：Action 行動します

〇まずはクラブの棚卸しをする

1.ロータリー奉仕デー

・各会員の状況は？ クラブの運営で見直すべき

2.1 クラブ 1 奉仕事業

事は？ ・クラブの課題や悩みは？

4)数値目標

・今後、どのようなクラブにしていきたいのか？

1.会員数：2396 名以上

〇会員増強・会員維持委員会の役割

EACH ONE BRING ONE の推進
2.女性会員比率：地区での 15％

・会長の「思い」を会員に共有させる➡Each One
Bring One クラブ一丸で増強維持

3.ロータリー財団寄付：年次基金 200 ドル／会員

〇具体的な会員増強・会員維持計画を立てる

4.ロータリー財団寄付：各クラブベネファクター

・会員基盤の向上➡「継続性」の確保➡フューチ

1 名以上
5.ロータリー財団寄付ゼロクラブ：ゼロとする
6.ポリオプラス寄付：40 ドル／会員
7.米山寄付：2 万円／会員（普通、特別寄付合計）
8.米山寄付ゼロクラブ：ゼロとする

ャービジョン➡全体で「共有」
〇会員増強・会員維持の必要性とロータリー活動
の重要性とは
①クラブのために ②会員のために ③ロータリ
ーのために

〇必要な変化を

奉仕活動に、会員皆様のご理解とご協力を宜しく

・会費の見直し、デジタル化の推進➡奉仕と親睦

お願い致します。

（変わらないもの、ロータリーがロータリーで

【弁護士の仕事とロータリーの４つのテスト】

あるために）➡クラブの活性化には会員の増強
維持は不可欠

これまでの会長の時間では、ロータリーの歴史
やロータリーに関わる偉人についてお話ししてき

〇会員増強への行動

ましたが、今日は少し趣をかえて、私の職業であ

・増強維持のためにも、まずは会員が楽しむ➡魅

る弁護士の仕事についてお話しさせて頂きます。

力ある活動とクラブ作りがあってこそ、増強・

弁護士というと、何となくダーティーなイメー

維持に➡ 成功しているクラブは、クラブの棚

ジがありますが、弁護士の仕事と「ロータリーの

卸が出来ている➡課題や未来像を、まずは会員

４つのテスト」
（1.真実かどうか 2.みんなに公平

全体で共有

か

3.好意と友情を深めるか 4.みんなのために

〇会員維持には何が大切か

なるかどうか）は矛盾しないのか、というのが本

「こんなはずではなかった」を解決し、
「入って

日の会長の時間のテーマです。

良かった」を増やしていくことが大切。

最初に、簡単に私の弁護士としてのキャリアを
お話ししますと、平成 14 年に弁護士登録し、最

＜第二部＞E ラーニング「会員増強・会員維持の

初の 7 年間は相模原市内の法律事務所に勤務し、

基本について」

平成 22 年に独立開業して現在に至り、弁護士に

民族性、宗教、ジェンダーを受け入れ、多様性

なって 19 年目を迎えるところです。

な仲間作りを行う。また新会員のリストアップ等

私の弁護士の仕事の内容としては、交通事故、

の資料はロータリーセントラル内にて、デジタル

離婚、相続などの個人から依頼を受ける民事事件

データとして管理し、廃棄の際は安全に流出が無

や家事事件と、法人から依頼を受けて契約書の作

いよう処理する事が大事。特に作成時には 16 歳

成や売掛金の請求等を行なう商事事件を、だいた

以下の個人情報は親の承諾を得てから作成し、個

い半々くらいの割合で担当しています。

人情報の特定に繋がるような情報は作成しない。

さて、弁護士という仕事で最も特徴的なことは、
常に争いの渦中に立たされていることかと思いま
す。弁護士にとって、多くの仕事はトラブルや争

【ハイブリッド例会】

いが発生してから持ち込まれ、既に紛争が始まっ

4 月 25 日～5 月 11

ている状況で依頼を受け、紛争の中に飛び込み、

日まで東京・京都・大

それを解決に導くという手腕が問われる仕事です。

阪・兵庫にて、3 度目

このような仕事でも、ロータリーの「４つの

となる緊急事態宣言が

テスト」が役に立つのか、少し考えてみました。

実施され、また神奈川

①真実かどうか

県でも、4 月 20 日～5

残念ながら、世の中では嘘をつく人が結構いま

月 11 日まで蔓延防止

す。特に争いの渦中にあると、目先の利益を優先

等重点措置が実施されています。

するあまり、虚偽の内容を話す人が時々現れます。

このような状況下にありますが、ロータリー活

弁護士は、そのような嘘を見抜かなければなりま

動には重要な意義があると考え、できる限りの感

せん。相手の嘘に騙されて、依頼者が損害を被る

染防止対策を行ないながら、ロータリー活動を進

のは弁護士にとって最悪の結末と言えます。

めてまいりたいと考えております。
後程、
金沢奉仕委員長からご説明がありますが、

他方、弁護士は自分から嘘をつくことも、自分
の依頼者に嘘をつかせることも、まずありません。
＜裏ページに続く＞

なぜならば、嘘をつき続けることは極めて困難

尚、私は１度目の離婚の時に担当して、２度目

であり、ほとんどのケースで嘘はバレることが多

の離婚の時にも担当したことがありますが、つい

く、バレた場合は手痛いしっぺ返しを受けること

先日、３度目の離婚について相談を受けた時には

が経験上分かっているからです。

さすがに驚き、もう３回目ですよと言ってしまい

弁護士としては、自分は決して嘘をつかず、相

ましたが・・。

手の嘘を見抜く力量が求められます。弁護士にと

また弁護士にとって、更にレベルの高いスキル

って、真実かどうかを見極める能力は、最も大事

として、相手方からも好意や友情の念を抱いて頂

な力の一つといえます。

く方法があります。これは、敵対する立場になっ

②みんなに公平か

て真剣勝負を繰り広げた場合でも、相手に対して

弁護士の仕事は、自分の依頼者に最大限の利益

礼を尽くし、弁護士としての十分な力量を見ても

をもたらすことを目的ですが、同時に、みんなに

らえれば、相手方からも好意と友情を得られると

公平かどうかという視点を持つことが、とても重

いうことを意味します。そうすると、その紛争が

要です。その理由はみんなに公平な内容でなけれ

解決した後、全く別の仕事が相手方から持ち込ま

ば、紛争の解決に至らないことが多いからです。

れることがあります。

もし不公平な内容のまま紛争が解決しても、不

弁護士にとって、自分のお客様にリピーターに

公平な扱いを受けた当事者は、強い恨みの気持ち

なって頂くだけでなく、相手方からの好意と友情

を抱くことになります。人から恨まれると、ほと

も得られれば、仕事の機会が倍に膨らみ、従って

んどの人は幸せになれません。戦争や争いごとの

弁護士が仕事をしていくにあたっても、好意と友

多くは、恨みの気持ちから発生していることが多

情を深めるか、という視点はとても重要です。

く、恨まれてしまうと一時は紛争に勝利したよう

④みんなのためになるかどうか

に見えても、また紛争に巻き込まれてしまい、永

昔から近江商人の心得として「三方よし」とい

遠に紛争のスパイラルから、抜け出せないことに

う言葉があります。
「売り手良し」「買い手良し」

なり、そのため弁護士は依頼者の利益を目指しな

「世間良し」の三つの「良し」のことです。売り

がらも、常にみんなに公平か、という視点を持つ

手と買い手が共に満足し、また社会貢献もできる

必要があります。その視点を持って解決に導くこ

のが良い商売であるという心得のことです。

とが結果として、依頼者の最大限の利益に結び付

弁護士の仕事でも、全く同じことが当てはまり

くことになります。

ます。紛争はそこに関わる全ての人が納得しない

③好意と友情を深めるか

と、なかなか解決に至らないので、常にみんなの

多くの会員皆様にとって、当然であるのと同じ

ためになるかどうか、を意識して仕事をする必要

ように、弁護士という職業にとっても好意と友情

があります。弁護士の場合は自分の依頼者と、相

を深めるか、という視点はとても重要です。弁護

手方当事者だけでなく、相手方に代理人がついて

士も仕事を依頼してくれるお客様がいなければ成

いる場合は、その代理人も納得しているかどうか、

り立たないため、常に自分の行動が好意と友情を

裁判にかかっている場合は裁判官も納得している

深めるものか、という視点を持つ必要があります。

かどうかなど、紛争に関わる全ての人を納得させ

多くの商売でも、一度取引をして頂いたお客様
にまた取引をして頂くこと、リピーターになって
頂くことがとても重要ですが、弁護士も同じです。

て解決を目指す必要があります。
また弁護士という仕事は、司法制度の中に組み
込まれていますので、司法制度という制度自体が

一度お客様になって頂いた方の好意と友情を

有効に機能しなければ、弁護士という仕事は成り

がっちり掴み、またお客様になって頂くことが、

立たなくなります。そのため弁護士として仕事を

仕事を継続していく上で必要不可欠と言えます。

していくには、司法制度自体がそれを利用する方

の信頼に応えるものとなるよう、運用していく

〇お知らせ

必要があります。

・小雨決行です。コロナで中止の場合は、5 月 6

例えば、仮に裁判で満足のいく結果が得られた
としても、裁判が終わるまで２年も３年もかかっ
ているようでは、もう一度裁判をやろうとは誰も

日までに判断します。雨天中止の場合は前日の
夜にグループラインにて連絡。
・昼食は関係団体と、終日参加の会員のみ用意。

思わないということです。時代に則したスピーデ

（概要にて掲載）

ィーな解決が得られるよう、司法制度を運用して
いく責任が弁護士にもあり、弁護士という仕事に
とっても、みんなのためになるかどうか、という

●佐々木会長、小崎幹事

視点が重要であることを意味しています。

①皆さん、こんにちは！ 東京都は緊急事態宣言

今日は弁護士という仕事と、ロータリーの４つ

がまたしても発令されております。捉え方は様

のテストは矛盾しないのか、という観点からお話

々かと思いますが、当クラブ例会も Zoom 併用

しさせて頂きました。

で開催しています。５月９日に控えた奉仕活動

（一部要約にて掲載）

も思いやられますね。

＜委員会報告・奉仕活動について＞
奉仕活動委員長

金沢 邦光

5 月 9 日にご参加の

②本日「地区研修協議会の報告」の田後会長エレ
クト、阪西次年度幹事、各委員長の皆様、宜し
くお願いします。

皆様には宜しくお願い

●早川 正彦会員

致します。日々、コロ

①しばらく振りの例会出席になります。

ナの状況を気にかけて

また頑張ります。

いますが、都内の公園

②入会記念日祝、ありがとうございます。

は、町田市なども公園

●田後 隆二会員

が閉鎖されてしまった

地区研修協議会の報告をさせていただきます。

ので、相模原市内の公

来年もオンラインだと良いのですが・・。

園では休日になると、

●小野 孝会員

かなり人出が増えてい

地区研修協議会にご参加の皆さん、ご苦労さん

るそうなので、人混みが多いことに対応して進め

です。

ていきたいと思います。
当日は、会員 17 名と関係団体 6 名、車夫さん
2 名の計 25 名になります。よって密になるため、
会員の方には午前・午後に振り分けて、お手伝い

●金沢 邦光会員
５月９日の奉仕活動、宜しくお願い致します。
コロナの状況が気になりますが・・。
●最住 悦子会員

をお願い致します。

次年度会長・幹事、各委員長、地区協の報告、

〇スケジュール概要

よろしくお願い致します。

午前の部

9:30 集合 10:00～12:00

午後の部 12:45 集合 13:00～17:00
「鹿沼公園」正門（交通公園事務所前）
〇駐車場

●阿部 毅会員
①地区協の報告、田後会長エレクト他、担当の皆
様、ご苦労様です。
②相模原市にも「まん防」の発令が出されたよう

会員は、櫻内工務店（櫻内会員）を利用。

です。ワクチン接種まで、あと一息。皆さん、

（会社の裏）当日は櫻内会員が案内。

注意しながら頑張りましょう！

〇仕事内容
各地点①～⑤に立って、人力車が安全に走れる
よう、一般車両の誘導など

●伊倉 正光会員
地区研修協議会の報告、宜しくお願い致します。
本日のスマイル額

１１，０００円

④相模原ローターアクトクラブより５０周年記念
１．第２７８０地区ガバナー事務所より

式典のご案内

①次年度地区役員・委員会委員ご就任 委嘱の件

日時：6 月 6 日（日）13:00～14:30
Zoom 開催 登録料：1,000 円

地区委員会の選考にあたり、下記の方々にご就

登録締切：5 月 14 日

任頂きたくご協力をお願い致します。
（敬称略）
ガバナー補佐／オンツー・ヒューストン国際大
会委員会

委 員 冣住 悦子

<

財団資金推進委員会

委員長 田後 隆二

５月

米山学友委員会

委員長 早川 正彦

ライラ（RYLA）委員会 委
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会

④日祝日休会
１１日→９日（日）移動例会・奉仕活動

員 横溝 志華

「人力車に乗ろうプロジェクト」

委 員 佐々木敏尚

１０～１７時 鹿沼公園にて

②米山奨学生と同窓生の集い 開催のご案内

１８日卓話「我が社の現状」甲斐 美利会員

今回、初めてとなりますが、上記の集いを開催

臨時総会・定例理事役員会

致しますので、ご出席をお願い致します。

２５日卓話 豊岡 淳会員

日時：5 月 23 日（日）13:00～挨拶 13:20～記
念講演 14:20～グループディスカッション
場所：平塚ラスカホール（※当日は Zoom 併用
にて実施） 締切：5 月 14 日
③台湾・バーチャル国際大会の登録について
（※詳細は回覧にて）

点

鐘

１２：３０

会

場

「敦煌」

司

会

河野 崇

斉

唱

ロータリーソング

登録受付が開始されますが、例年と異なり各個
人のオンライン登録が必須となり、登録料（ク

ＳＡＡ代理

「それでこそロータリー」
ソングリーダー

黛 裕治会員

レジットカード払い）も必要となります。5 月
7 日（米国時間）まで 49 ドル、以降 65 ドル
6 月 12～16 日（米国時間）の本会議、分科会、
友愛の家に参加できます。
（※登録予定の方には詳細をメールにて送付）

会

員

出席（出席対象 21 名）

事前メイク者

２８名

２0 名（内、Zoom５名）

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(4/13)

６名

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

７６．９２％

８８．０％

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

