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５月 青少年奉仕月間

「青少年奉仕フォーラム」「青少年奉仕フォーラム」
■ 鹿児島中央ローターアクトクラブ　原田　裕介 様
　皆様こんにちは。鹿児島中央ローターアク
トクラブの原田裕介と申します。ローターア
クトには昨年度の終わりに入ったばかりです
ので、初めに自己紹介をさせていただきます。
　私は昭和62年生まれの現在28歳です。ゆと
り世代をテーマにしたドラマが現在放映されて
いますが、私の年代からがゆとり世代と言うそ
うです。学生時代のアルバイトで、覇気のない
年下の子たちを「ゆとりだなぁ」と思っていた
のですが、自分もゆとり世代だと知り結構落ち込んだのを覚えて
います。しかし、学生時代の最後の方でゆとり教育を少しかじっ
ただけなので、ほとんどゆとりではないと自分では思っています。
　西陵中学校、鶴丸高校、鹿児島大学法文学部法政策学科を経
て、大学卒業から４年後の平成26年の司法書士試験に合格し、
現在２年目の司法書士です。部活動はずっとサッカーをしてい
ました。今もフットサルを月に数回していますが、学生時代と
違い、怪我と次の日の疲労を心配するようになり、自分も年を
取ったなぁと実感するようになりました。

　司法書士を志したきっかけは、大学時
代のインターンシップでした。それまで
の自分の中での司法書士像は、どちらか
というと事務作業というイメージだった

のですが、そのイメージが大きく変わり、専門的な知識を駆使
して活き活きとお仕事をされているのを見て、自分もこのよう
な仕事がしたいと思い、勉強を始めました。１つのきっかけで
人生は大きく変わります。これからも１つ１つの出会いを大切
にしていきたいと思います。
　しかしながら、なかなかすぐには合格できず、資格浪人中の４
年間は今思い出しても苦しかったなぁと思います。勉強を始めた
頃は、知識が増えていくことが嬉しく、勉強が楽しいと思えてい
ました。しかし、何度か試験に合格できないことが続くと、逆に、
分からないことがあることが不安になるようになりました。司法
書士試験は、範囲も広くすべての分野を細かく学習していては短
期合格できない試験と言われていて、大事なところや過去よく出
題されているところから重点的に学習するのがセオリーです。で
すが当時の自分は知識が浅いところがあることが不安で、細かい
ことが気になり、手を広げすぎていました。しかしそれでは大事
なところの学習が不十分になり、落としてはいけない問題も落と
してしまっていたのが不合格の原因になっていました。
　結局最終的に合格した年は、原点に立ち返って、重要なとこ
ろを中心に勉強し、思い切ってマニアックな情報を入れなかっ
たことが良かったのかなと分析しています。その年は、資格取
得の勉強を始めてから一番勉強時間の少ない年でした。無駄な
力が抜けて良かったのか、不思議なものだなぁと感じました。こ
ういったことは試験に限ったことではないのだと思います。色々
なことに興味を持って手を伸ばしてみることももちろん大事です
が、重要な根幹の部分はおろそかにしてはいけないと思います。

レディースデー例会「フルートのひととき」
中島真理子様・米丸由樹様
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会  長  の  時  間 宇都　和治
ノーベル賞の歴史・よもやま話
　平成28年５月24日火曜日、午後１時より「赤
崎勇工学博士ノーベル賞受賞記念碑除幕式」
を鹿児島中央ロータリークラブ主催として開
催いたします。
　赤崎先生ご夫妻のご臨席をはじめ、ご来賓
として公務ご多忙の中、森博幸鹿児島市長、
原之園哲也甲南高校校長、須田木優二大龍小
学校校長他、関係各位の皆様をお招きして執
り行います。本年クラブは創立40周年の佳節を迎えました。周
年記念事業の前倒し事業としての特別企画であります。奇しく
も５月はロータリークラブの「青少年奉仕月間」です。次世代
を担う夢多き青少年育成の最高の活動プログラムとなりました。
　記念碑には赤崎博士の座右の銘「本当にやりたい事を　やりと
げる　あきらめない心を」の碑文が刻まれています。合わせて鹿
児島中央ロータリークラブ名も刻印され、誠に光栄至極、名誉な
ことであり、会員一同無上の喜びとするところであります。
　ここで「ノーベル賞・よもやま話」と題して、ウィキ・ペディ
ア（フリー百科辞典）より検索引用しましたのでお話ししたい
と思います。
　ノーベル賞はダイナマイトの発明者と知られるアルフレッド・
ノーベルの遺言として、1901年から始まった世界的な賞であり
ます。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和、及び経済学の「５
分野＋１分野」で顕著な功績を遺した人物に贈られます。
　経済学賞だけはノーベルの遺言にはなく、スウェーデン国立
銀行の設立300周年祝賀の一環として、ノーベルの死後70年後
にあたる1968年に設立されたもので有ります。
　自然化学部門のノーベル物理学賞、化学賞、生理学・医学賞
の３部門における受賞は、化学分野における世界最高の栄誉で
あると考えられています。
　ノーベル賞の選考は秘密裏に行われ、その過程は受賞の50年
後に公表されるそうです。よってノーベル賞の候補というものは
公的に存在しない。しかし、いつかは「受賞するだろう」と目さ
れる人物が各分野に存在するのも事実である思われています。

　最終選考は発表日当日に行われることが慣例になっており、
これがマスコミの事前予測が難しい由縁である。
　授賞式はノーベルの命日である12月10日に、平和賞を除く５
部門はストックホルムのコンサートホールで、平和賞はオスロ
の市庁舎でおこなわれる。
　受賞者には賞金の小切手、賞状、メダルがそれぞれ贈られる。
晩餐会は授賞式終了後、ストックホルム市庁舎にてスウェーデン王
室及び1,300人のゲストが参加してにぎやかに晩餐会が行われる。
　複数人による共同研究や共同ではないが複数人による業績が受
賞理由になる場合は一度に３人まで同時受賞することができる。
　平和賞のみ団体の受賞が認められており、過去に「国境なき
医師団」が受賞している。
　受賞者は、受賞後にノーベル・レクチャーと呼ばれる記念講
演を行うのが通例になっている。レクチャー後、ストックホル
ム大学等の有志で開催されるパーテイーで希望する受賞者は、
更なる飛躍を願って一斉に「蛙跳び」をするのが慣例となって
いるそうです。
　日本人受賞者は現在まで1949年、Ｓ24年湯川秀樹受賞以来総
計23名です。内訳は物理学賞が湯川秀樹以下10名、化学賞が福
井謙一ほか７名、生理学・医学賞が利根川進以下３名、文学賞
が川端康成、大江健三郎の２名、平和賞が佐藤栄作１名、総勢
23名で有ります。
　受賞部門での日本人受賞は圧倒的に物理学・化学賞が17名と
多い。
　日本ではノーベル賞受賞金には経済学賞を除き税金は免除、
非課税扱いとなるそうです。
　資格ですが受賞決定発表の時点で本人が生存していることが
条件だそうです。しかし発表後死亡された場合は受賞資格が消
されることはない。
　面白いデーターですが夫婦での受賞は５組、親子での受賞は
７組、兄弟での受賞は１組、遺伝子が影響するんですかね？驚
くべき数字です
　又、最少年齢受賞者は17歳（平和賞）、次が25歳（物理学賞）、
最年長者は90才（経済学）、次が88才（物理学）となっています。
　40代のロータリアン諸君！まだ半世紀の猶予があります、チャ
レンジしては如何。　以上

前回例会出席率
78.03%



　資格取得に苦労したおかげで、今このような仕事ができている
ことをとても幸せに感じています。仕事で苦しいときは、その頃
のことを思い出すようにしています。時間はかかりましたが、自
分にとっては無駄ではなかった時間ではないかと思っています。
　自分が資格浪人をしている４、５年の間に同級生たちは結婚
して、子供も生まれたりしている人も多く、うらやましく思う
ときもありますが、「自分は自分」と言い聞かし、自分の決めた
道を一歩一歩進んでいこうと思っています。
　司法書士の仕事は、主に不動産登記や商業登記などの登記申
請代理業務や、後見業務、裁判関係業務などです。専門的知識
やノウハウを使って、依頼者の代わりに手続きを行い、報酬を
頂くため、責任も大きく失敗が許されない仕事で、プレッシャー
もありますが、とてもやりがいのある仕事です。依頼者からし
たら、ベテラン司法書士だろうが、新人司法書士だろうが関係
ありません。依頼者に、「この人にお願いして良かった」「また
この人にお願いしたい」と思っていただけるような司法書士に
なっていきたいと思います。
　続いて、ローターアクトについてお話しさせていただきます。
現在、鹿児島中央ローターアクトクラブは15名の会員がおり、
月に約２回主に水曜日の夜８時から集まって例会をしています。
しかし、皆20代であるため、仕事の関係でなかなか参加できな
い会員も多いのが正直なところです。仕事の付き合いで入らさ
れて、自分の意思で参加していない会員はあまり来なくなるなぁ
という印象です。一時期は参加者も少なく、例会の開催自体も
難しいこともありましたが、最近は、学生など意識の高い会員
も加わって、意欲的な活動が出来つつあります。ただ例会に参
加するのではなく何かを得るという気持ちで参加して、また、
得る物のある例会を自分たちで作っていけば参加者もおのずと
増えてくるのではと思っています。
　鹿児島中央ローターアクトクラブは、外国籍の方や学生も在
籍していて、同世代やもっと若い世代の様々な境遇の人たちと
触れ合うことができ、いつも刺激をもらっています。私自身、
外国人の友達ができたのは初めてのことでした。
　また、今まさに就職活動中の大学生もいます。先ほど、１つ
のきっかけで人生は大きく変わると申し上げましたが、ローター
アクトに参加することによってそのようなきっかけを見つける
チャンスはたくさん転がっているのではないかと思います。
　ローターアクトの活動の中で人気のある活動の１つは、ロー
タリアンの方々の卓話です。他のアクトの方からも「中央はロー

タリアンの方々が来てくださる例会が多くてうらやましい」と
よく言われます。まだまだ社会経験の少ない20代の私たちにとっ
て、様々な業種の人生の大先輩方のお話を聞けるということは
とても貴重な経験になります。
　５月の第１例会では、鹿児島中央ロータリークラブの深野木
様からご紹介いただいた、「植松努さんのスピーチ」を聞いて、
それぞれローターアクトメンバーで感想を言い合い、その後ご
出席いただいたロータリアンの方々の感想を聞くということを
しました。聞く人によって心に残った言葉や感じ方が違い、そ
れを聞くのもまたとても興味深いものでした。同じものを共有
して、自分とは異なる意見を聞くということは、自分自身の視
野を広げることにもなりますし、面白いことだと改めて感じた
例会でした。
　引き続き今後とも、お時間が許すときは是非ローターアクト
の例会に遊びに来ていただけたら幸いです。

■ 青少年委員会　田中　和俊
　現在鹿児島中央ローターアクトクラブで
は、会長キム・ナムスさん、幹事ホーティー・
ハーさん、会計岩切彦穂さんの役員体制で、
現在総勢約15名ほどのメンバーで活動してお
ります。ハーさんは出産の前後も顔を見せて
くれていましたが、皆様ご存じのとおり、ご
主人の転勤で広島県福山市に行かれましたの
で、現在は幹事不在の状況です。先月も姶良
市加治木町に在住の、女性会員２名が入会してくれました。ま
た今年度から例会場を、フコク生命ビルからサンデイズイン鹿
児島に変更し、目標としていました例会場の固定化をすること
ができました。年10回予定している例会場での例会の際には、
ロータリアンの指名出席を入れるようにいたしました。
　しかしながら会員数は増えてきましたが、出席率は芳しくな
くキム会長も頭を悩ませているところです。会員の勤務先での
異動や繁忙期等で、なかなか水曜日の20時に集合が難しくなっ
ているようです。出欠の返事も返ってこない会員もいて、もう
一度連絡の仕方や活動そのものの見直しも必要かと思うところ
です。キム会長やハー幹事の次の役員の育成も急務となり、次
年度に向けて更なる組織強化を図ることを念頭に活動していか
なければならないと思っております。

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：３・４
ゲスト紹介：フォーラムゲスト＝RAC会員　原田裕介　君
会長挨拶：会長　宇都和治君
　　　　  子女結婚祝い⇒奥　智行君・丸山　修君 
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信　５月号　　　 
　　　　　　　  ②次年度名簿用紙
２）掲示板　①４月度試算表　　
　　　　　  ②「海江田順三郎会員の米寿を祝う会」収支決算報告
３）本日例会終了後　例会場　40周年実行委員会開催　
４）5/22（日）9：00 ～ 15：30　地区協議会開催
　  場所：指宿市民会館
　  次年度各委員長参加
　  ※集合日時　　５月22日（日）　午前６時45分
　  　集合場所　　鹿児島中央駅西口広場
５）5/22（日）　RCC例会　指名出席者→森園・川路　各会員
６）次週　5/23（月）　例会プログラム
　  ・レディースデー例会

　  　中島真理子様・米丸由樹様　「フルートのひととき」
７）6/27（月）　例会変更について
　  6/27（月）　会長幹事慰労会の為　18：30～
　  　　　　　アーバンポートホテル　へ変更
　  18：30～　例会　例会終了後「会長幹事慰労会」兼RT開催予定
出席報告：出席委員会 　　　
　　　　  連続出席表彰⇒中原　勲君（４年）・川路理幸君（２年）
スマイルボックス：親睦委員会
青少年奉仕フォーラム
　青少年委員会委員長＝田中和俊君　RAC会員＝原田裕介君
　　テーマ　　「ローターアクトクラブの活動報告」
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出席報告 会員数 出席数 出席率

クラブ協議会「地区協議会報告」

5月16日のスマイル  小計 47,336円　2015～2016年度　累計 916,447円

●奥　智行君／息子の結婚祝いありがとうございます。７月に子供
が生まれます。私にとって４人目の孫です。これはこれで大変です。
●川路　理幸君／表彰ありがとうございます。初年度は連続出席がん
ばるつもりでしたが、週報の関係上、次年度もがんばれると思います。
●志賀　啓一君／４月29日「春の叙勲」が発表され、母であり本学園
の学園長である志賀壽子が「旭日小綬章」を受章しました。５月12日に
は東京にて受章伝達式が挙行され、私も付添人として出席してまいり
ました。このたび受章の栄に浴することができましたのも、ひとえに
地域の皆様の温かいご指導とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。
●親睦委員会／４月25日「海江田順三郎会員の米寿を祝う会」残金ス
マイルいたします。紅白饅頭のお心遣いありがとうございました。本
日記念アルバムが完成いたしましたのでお渡しいたします。今後も
お元気で鹿児島中央ロータリークラブの『常識』としてご指導お願い
いたします。
●青少年委員会／去る５月９日のラウンドテーブルに集まったメン
バーでスマイルします。連休明けの雨模様ということで心配しました
が、たくさんの会員が集まってくださいました。ありがとうございま
した。参加者は、宇都、丸山、尾堂、森園、尾辻、橋元、宮脇、福山、川路、
加島、志賀、田中　以上12名でした。

●宇都　和治君・深野木　信君／原田裕介様、本日は青少年フォーラ
ムのゲストとしてお越しいただきありがとうございます。ローターア
クト活動を通じて思うことを率直にお話しいただけることを楽しみ
にしています。
●深野木　信君／申し訳ありません。「フォーラム楽しみに…」と申し
ましたが、他会議出席のため、途中退席させてください。
●丸元　貞夫君／昨日５月15日（日）の南日本新聞社主催、職域対抗
ゴルフ大会に於いて、弊社社長丸元正樹（長男）が、ベスグロの71でし
た。残念ながら団体戦は、81社中の30位です。親バカにてビッグスマ
イルします。
●中原　勲君／連続出席表彰ありがとうございます。
●丸山　修君／息子の結婚祝い有難うございます。親としては、結婚
の相手がいてホッとしたというのが感想です。残念乍ら鹿児島出身
のつれあいは０となりました。
●下村　哲也君／先日は出産祝いを頂きましてありがとうござい
ます。４月19日、予定より９日早く産まれましたが、母子共に健康で
ホッと致しました。名前は文乃（あやの）と名付けました。宜しくお願
いします。

次 回 例 会　平成28年5月30日（月）


