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　本年度会長職を務めさせて頂きます坂元です。
　昨夜はすごい雨で、午前３時頃に警報で目が覚
めました。ピアニストの入来さんも交通手段が断
絶して、今日は欠席になりました。会長就任の初
日がこのような日で、前途多難な一年にならない
ことを祈りたいと思います。
　私は昔から本を読むことが趣味の一つでして、
色々な種類の本を読んで自分の後々の人生に役立
ちそうなフレーズを手帳に書くのが癖になってお
ります。
　久しぶりに昔の手帳を読み返してみましたら、孔子の論語について
幾つか手帳に書きこんでおりました。皆さんもご存知だと思いますが、
孔子は春秋時代末期の思想家で、儒教の開祖になります。紀元前 552
年に魯の国（現在の山東省）に生まれ、紀元前 479年に74歳でお亡く
なりになられております。論語自体は孔子が書いたものではなく、孔子
の死後、孔子と高弟の言行を弟子達が書物にしたものになります。手
帳にメモをした論語のフレーズのうち、二つほどご紹介したいと思いま
す。
　「子曰く、暴虎馮河（ぼうこひょうが）して死して悔いなき者は、吾与（と
も）にせざるなり、必ずや事に臨みて懼れ（おそれ）、謀を好みてなさ
ん者なり」

　暴虎というのは「暴れる虎」と書き、「馮河」というのは徒歩で中国
の黄河を渡るの意味合いです。「懼れ」というのは心配を意味し、謀と
いうのは権謀術数の謀になります。
　私なりに現代語訳を簡単にしますと、「私は、暴れる虎と素手で戦っ
たり、大きな川を徒歩で歩くような無謀な人間とは行動を共にしません。
私が一緒に行動する人間は、ことに望んで必ず、心配し、好んで計画
を立てる人間である」となります。
　私は、20代の頃は向こう見ずな行動が見られ、思い立ったが吉日で
即座に行動に移すタイプでした。弁護士になりまして、このままでは大
きな失敗をすると思い、自分に対する戒めの意味合いを込めて論語の
このフレーズを手帳に書き込みました。
　これから１年間会長職を務めさせて頂きますが、会長職を行うについ
て何か役に立つ論語のフレーズはないかなと見返してみましたところ良
いフレーズがありました。
　「子の曰く、人の己を知らざることを患（うれ）えず、人を知らざる
ことを患（うれ）う」
　私なりに現代語に訳しますと、他人様が自分のことを理解してくれな
いと文句を言ったり、心配するのではなく、自分自身が他人様のことを
理解していないのではないかと心を配るのが大事なことだという意味に
なります。
　これから１年間、会員の皆様方の事を出来るだけ理解しようと努めま
して、滅私奉公させて頂く覚悟でおりますので、１年間宜しくお付き合
い下さい。
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会長就任の挨拶
会　長　坂元　直人

　本年度、会長を務めさせて頂く坂元です。簡単に自己紹介をさせて
頂きます。
　私は垂水市の出身で、父は垂水市役所の元職員、母は葬式の祭壇
等の生花業を自営しております。父は市役所を早期退職し、現在は母
の商売を手伝っております。高校は平成３年３月に鹿屋高校を卒業し、
大学は平成７年３月に中央大学法学部を卒業しております。司法試験
に合格したのは平成10年 10月であり、平成12年 10月から弁護士と
して活動しております。今年で19年目となります。
　私が鹿児島中央ロータリークラブに入会をしましたのは、11年前の
平成 20年４月７日になります。
　私は平成 22年４月より１年間、弁護士会の副会長職を務めており、
この期間はロータリーにはほぼ出席が出来ておりませんでした。弁護士
会の副会長職を終え、久しぶりに例会に出席しますと、石塚会員と丸
元会員に呼び止められ、「川畑会長の年度の幹事をしなさい」と言われ、
川畑会長年度の幹事を務めさせて頂きましたのが今から７年前となりま
す。
　川畑会長の年度は一日も欠かすことなく例会に出席し、自分なりに真
面目にロータリー活動をさせて頂きました。私は、川畑会長年度の幹事
職で一回り大きな人間になれたと自負しており、川畑会長にはこの場を
借りて、厚くお礼の意を述べさせて頂きます。
　11年のロータリー生活で思いますのは、ロータリーというのは実に不
思議な組織だということです。
　会員同士は上下関係は全くなく、仕事も基本的には絡みませんし、
利害得失も全くありません。それなのに何十年という長きに渡って、同
じ顔触れが一同に会し、食事や酒をともにし語らい合うのです。
　私は根が不真面目な会員だったため、先輩のロータリアンから怒ら
れたこともあります。でも不思議な事に怒られはしながらも、その後、
信用して頂いたり、評価をして頂いたり、仲良くもして頂いたりもしま

す。何かあった時に相手の事を思って怒るということは、怒られる方か
らすると生き方の軌道修正を行える大変に有難い話であり、今までに
先輩のロータリアンから教えられた事というのは今後の人生の指針にす
らなっていると過言ではありません。
　私は、これから先１年間会長としての任務を務めさせて頂きますが、
本クラブの会員の皆様方に少しでも良いので良い影響を与えるような
存在に成長できればという思いでおります。当初は、会長職などするこ
とは頭には全くなかったのですが、少しロータリーから足が遠ざかって
いたこと、川畑会長の年度の幹事職が振り返ってみると楽しかったこと、
仲良くさせて頂いております皆様方に少しでも恩返しが出来れば良い
かなという思いも交錯し、最終的には会長職をお引き受けするのとを決
断させて頂いた次第です。
　本年度の我がクラブのテーマは「クラブの歴史と伝統を継承しつつ、
新しい風を吹かせよう」にしました。我がクラブは鹿児島市内に存する
クラブにおきましても、長い歴史と伝統を誇る素晴らしいクラブであり、
これまで数々の功績を残して来たクラブになります。我がクラブの良い
所は次年度も継承をしながら、時代の流れにともなって変えるべきとこ
ろは変えて更に良いクラブに成長して行ければという思いから、こちら
をクラブテーマにさせて頂きました。
　本年度の喜島ガバナーは、「クラブの活性化に努めよう」という目標
を掲げられておられます。この目標達成の活動計画として、次の五つ
の活動計画を掲げられておられます。
　一番目が、童心と共に原点に返り原点を大切にして変化を受け入れ
目標に向かおう。二番目が、女性会員が10%未満のクラブは、女性会
員を10%以上に増強して下さい。三番目が、クラブの会員が 50名以
下のクラブは10名単位で会員を増強して下さい。四番目が、姉妹クラ
ブがないクラブは、国内か国外に姉妹クラブを作って下さい。五番目が、
５年間グローバル補助金を使用していないクラブは、財団のグローバル
補助金を使い国境を超えた恵まれない人々を支援する活動をして下さ
い。
　我がクラブに取りまして、喫緊の課題は女性会員を10%以上に増強

坂元　直人



ロータリーソング：「奉仕の理想」　
職業宣言唱和：１・２
ビジター紹介：ベストフレンド（１名）
　　　　　　　株式会社南日本新聞　取締役　下　隆治様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
バッジ交代式：会長　池畠　泰光君⇒坂元　直人君
　　　　　　　幹事　加島　　繁君⇒川路　理幸君
会長の時間：坂元　直人君
米山功労者表彰：丸元　貞夫君
誕生日お祝い：稲葉直壽君（7日）　青﨑　　彰君（18日）
　　　　　　　椨　茂吉君（23日）　
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　①週報（Ｎｏ.1916、Ｎｏ.1917）　②週報綴り
　　　　　　　　③委員会構成図
　　②は退出時にお持ち帰りください。
２）本日定例理事会　例会終了後　於：開聞
３）セ釜山離就任式
　　日　時：7月４日（木）　19：00～
　　　　　　ゴールデンビューヴュッフェ
　　参加者：�坂元夫妻（お嬢さん同伴）・川路・池畠親子・加

島夫妻・川畑夫妻・橋元夫妻・椨・重久・岡部・

竹添・有馬さん・キムさん・鶴田さん・シンさ
ん・岡部知人２名　　以上22名

４）7/14（日）RCC例会　指名出席者→橋元・濵上・栫各会員
５）次週　7/8（月）例会プログラム
　　会員卓話＝坂元　直人君、川路　理幸君、川畑　英樹君
　　　　　　「釜山訪問報告」
友の見どころ：広報雑誌・IT委員会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会　
卓話：会長　坂元　直人君
　　　幹事　川路　理幸君
　　　「会長・幹事就任の挨拶」

●坂元　直人君／池畠直前会長、加島直前幹事、１年間本当にご苦労
様でした。池畠・加島年度はエネルギッシュな年度で、ロータリーライ
フを楽しませて頂きました。お二方のスピリッツを継承しつつ、本年度、
会長という重職を担わせて頂きます。本年度も宜しくご指導下さい。
●川路　理幸君／新しい年度になり坂元年度がはじまります。幹事と
して役立てるように精一杯努めたいと思います。ご指導よろしくお願い
します。１年間どうぞよろしくお願いいたします。
●海江田　順三郎君／池畠・加島年度のご苦労に感謝し、引続き事業
への協力をお願い致します。坂元・川路年度の発展を期待いたします。
●池畠　泰光君／皆さん！！この度は大変お世話になりました！今日の
この日を待ちわびておりました。何かしら服役を終えて。やっとシャバ
に出て来た様な思いでございます。先程、１年の航路を済ませ、無事
に加島・池畠丸は港に着岸したと云う安堵の気持ちでいっぱいでござ
います。これからは一般会員として優しくお見知り置き下さいます様に、
衷心より厚く御礼を申し上げます。
●丸元　貞夫君／本日の坂元・川路号の晴れての出航を御祝い致しま
す。合せて向う１年間の無事の航海を御祈り申し上げます。
●本坊　修君／池畠（前）会長、加島（前）幹事１年間御苦労様でした。
綺麗な毎週のお花には吃驚致しました。流石池畠会長の気配りでした。
●前迫　実君／新年度スタートお祝いいたします。初の女性幹事にご
期待申し上げます。
●里　良男君／この度、会員増強委員長を仰せつかりました。皆様の

ご協力を頂きながら、会員増強に努めたいと思います。皆様のご協力
をよろしくお願いします。
●神野　洋介君／先月、会長より出席しているにもかかわらず、欠席
扱いされてしまいました。アピールする為にスマイルします。
●宇都　和治君／坂元会長、川路幹事の船出を祝し中央RCの益々の
栄光と繁栄を祈ります。
●平山　勢津子君／池畠さん、加島さんお疲れさまでした。そして、
坂元会長、川路幹事のご就任お祝い申し上げます。とくに川路さん。
女性ではじめての幹事ですが、彼女は思いやりのあるすばらしい女性
です。セツコデラックスは安心してお２人の船にのらせていただきます。
よろしくお願いいたします。
●吉田　健朗君／ベストフレンドで新聞社佐潟社長の交替入会予定の
下取締役に来ていただきました。私の高校のクラスメイトでもあります。
よろしくお願いします。
●小福田　博君／会計、幹事、SAAと３年間すわり続けた２番テーブ
ルから解放されました。本日からは６番テーブルの一員となります。こ
れからは少々イネムリしていても見逃して下さい。よろしくお願いいた
します。
●吉村　隆博君／久しぶりにまともに例会に参加させて頂きます。坂
元・川路、新会長・幹事のご活躍を祈念致しますと共に、池畠・加島、
直前会長・幹事に感謝と敬意を述べさせて頂きます。私も１日も早くベ
ストフレンド気分が抜けますよう精進致しますので、会員の皆様方には
今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

７月１日のスマイル　小計 44,000 円　2019 〜 2020 年度　累計 44,000 円

次回例会　令和元年７月22日（月）
レディースデー例会

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1944回例会 53名 38名 77.55%
前々回（６月24日）の補正 53名 42名 80.77%
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することであり、それに加えて20 代、30 代、40 代の会員を少しでも
増強することではないかと考えております。本年度で出来得る限り会員
数 60名に近づけるような努力をしたいと思っております。
　里増強委員長からは情報集会等の場で会員の一人一人が潜在的な会
員になりそうな方を一人でも上げ、リスト化し、会員全員で介入を促す
知恵を出しても良いのではないかという意見も出されており、本年度の
情報集会におきましては、この点についても取り組みをしたいと考えて
いる次第です。
　これから１年間会長職を務めさせて頂きますが、会員の皆様方のご
協力がないとクラブの運営は上手く行かないと思っております。
　この場を借りまして会員の皆様方のご協力を賜りますことを心からお
願いをさせて頂きます。

幹　事　挨　拶
幹　事　川路　理幸

　今年度幹事を仰せつかりました川路です。
　極端なあがり症なので、噛んでしまうこと多々、声
も戻らずお聞き苦しいことをお許しいただき、少しお
時間ください。

　２か月ほど前より準備が始まり、携わってみるとわからないことばか
りで、私にできるのだろうかと思うと重責で震えが来そうな毎日を過ご
してきました。とは言え、だいぶ前からお引き受けすることはわかって
おり、クラブのことについて、勉強不足、ちょっとしたこともしらない
わからない無知な自分に愕然としてしまいました。自分には重すぎると
思いながら今日に至りました。
　坂元会長とは、４年ほど前、私が入会したころに一度名刺交換させ
ていただいてそれからは次年度になるまでほとんどお会いしたことがな

く、お話をした記憶がありません。幹事のお話をいただいたときに橋元
会員、宮脇会員から「坂元さんなら大丈夫だから安心して大丈夫、大
丈夫！心配いらない」と説得され話は進んでいきましたが、いきなり次
年度会長、幹事といわれてもどうしたものかな…と戸惑っておりました。
不安な私を察していただいたのか周りの方々が気遣ってくださいまし
て、坂元会長との席を設けていただいたりしていました。ほんとにそれ
はありがたかったです。
　最近になり、打ち合わせなどで会う機会が多くなっていったのですが、
ある時、坂元会長にお訊ねしてみたのです。
　「ロータリーにあまり来られていなかったのに、なぜ会長を引き受け
たのですか？」と。すると坂元会長は「このままでは不義理じゃないで
すか。いろんな方にお世話になって恩返ししないと申し訳ない」といわ
れました。その言葉を聞いたときに、坂元会長はどんな方なのだろうと
いう不安は消え、坂元会長についていこう、自分のできる限りのことを
してみようと思いました。今では足を引っ張らないように気を付けよう
と思っています。
　会長のクラブテーマは「クラブの歴史と伝統をまもりつつ、新しい風
を吹かせよう」です。私はこのテーマがとても好きで、中央ロータリー
にあっていると思いました。会員の皆さんが気持ちよく集える場所にな
るように、会の運営に努めたいと思います。また、ガバナーの活動計画
にありました女性会員の増強も目標にしたいと思います。
　今回、幹事という役目をいただいて全くロータリーのことをわかって
いないと気付いたのでこの一年はロータリーと向き合い、会のことを勉
強させていただくいい機会にしていこうと思っています。
　令和元年という記念に残る年度で切りよく７月１日からスタートです。
精いっぱい努めていく所存です。
　どうぞ皆様、一年間、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。あ
りがとうございました。


