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■ 大迫　哲也
　鹿児島相互信用金庫の大迫と申します。
　先月退会いたしました稲葉前理事長の後任
として、入会のお許しをいただき誠にありが
とうございました。
　私は昭和 33 年２月 23 日生まれ、来年より
天皇誕生日の祝日となります。
　戌年うお座O型で、妻一人、子供は男二人それぞれ独立し、
今は妻と母の三人暮らしをしています。
　学生時代は山岳部に所属し、週末は霧島、高隅山系を縦
走し、シーズンには北アルプスを中心に山行をしておりま
した。今でも忘れられない出来事は厳冬期の槍ケ岳に登攀
した時、凍傷になった後輩を背負い、飛騨高山から鹿児島
の病院まで帰って来たことが、今でも痛い思い出となって
います。
　金庫に入って 2年目に冬の谷川岳を最後に本格的な山行
はしていませんが、暇があれば、かみさんとハイキングを
年に１～２回し、気が向けばぶらりとドライブに出かける
ことが趣味となっています。今年も 5月に富士、箱根まで
5泊 6日の長距離ドライブをし、7月には東京出張の帰りに

日帰りで尾瀬の散策をしてきました。
　なかなか休みを“いついつ”と取る事ができませんが、
工夫をして楽しんでいます。
　本日は、このような機会を与えていただきありがとうご
ざいました。
　今後、会活動の中で諸先輩方のご指導を仰ぎながら奉仕
の精神を学び鹿児島中央ロータリークラブの一員として地
域活動に積極的に取り組んでいきたいと思います。
今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

■ 畑野　昌作
　①社労士になったきっかけ
　大学在学中から法律関係の仕事をしたいと
思い、士業関係の資格本を読み、夢を描いて
いました。卒業時の1992年当時の就職戦線は、
まだ売り手市場でしたが、全く就職活動をせ
ず、卒業後福岡の専門学校で司法書士資格の
取得に向けて頑張る決意をしました。3年弱福岡で生活し
ましたが、アルバイトしながらの資格取得は難しく、司法
書士講座のカリキュラムさえ終了できませんでした。唯一
の収穫は、独学で勉強した行政書士の資格を取得したこと
でした。26 歳で鹿児島に戻り、ハローワークで探した社労
士事務所に就職したことがきっかけで社労士の道を進むこ
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　みなさん、こんにちは。本日の会長の時間
は、私の仕事に関連するお話しをさせて頂き
ます。
　私は、今年の 10 月で弁護士になって 19 年
が経過を致します。年間で私の事務所におい
ては平均的に 100 件から 150 件程度の事件を
終了しておりますので、19 年で優に 2000 件
以上の事件を何らかの形で終わらせているという計算にな
ります。
　この程度の件数を担当致しますと、紛争＝トラブルに巻
き込まれた際に、上手くいく依頼者の方と上手くいかない
依頼者の方の違いがある程度分かるようになってきます。
　離婚でも相続問題でも労働事件でもご本人様からすると
大変なストレスで、上手くいくに越したことはないのです
が、残念ながらどうしても上手くいかないという方は厳に
存在します。上手くいく方と上手くいかない方の違いがど
こにあるのかのお話しを少しさせて頂きたいと思います。
　具体例としては、最も身近で皆さんも想像がし易いと思
いますので、離婚事件を例に取ってお話しをさせて頂きま
す。
　上手くいく人の一番目の条件は、依頼した弁護士に「嘘
を言わない。知っていることを隠さない。知っていること
を全て話す」です。
　上手くいく人の二番目の条件は、「整理整頓がちゃんと出
来ている」です。契約書など、「原本はどこにあるのですか」
とお聞きしても、整理整頓が出来ておらず、なかなか原本
が出てこない方がいます。裁判では原本が証拠としては最
重要で、裁判の初期の段階で契約書の原本が出せないこと
はかなり痛い減点になってしまいます。このような方は過
去の書類や事実も往々にして整理整頓が出来ておらず、整

理整頓が出来ていないが故、弁護士が事実や証拠を把握で
きないまま、裁判が進み、不利な結果を招いてしまいます。
　一般的な傾向としては、離婚事件では女性の方が事実の
整理や証拠の保管が上手に出来ております。男性は奥さん
からもらった昔の手紙など捨ててしまいますが、奥さんの
方は旦那さんからもらった過去の手紙やメールをきちんと
保管をしているというのが傾向です。また、奥さんの方は
昔あったことを詳細に覚えているのが一般的な傾向です。
　上手くいく人の三番目の条件は、「感情的にならず、経済
合理性に従った判断ができる」です。離婚事件などで良く
あるのですが、私の判断では「今、300 万円払って別れた
方が良い」というケースがあり、本人にそのように勧める
のですが、感情的になられる方がおられます。よくあるの
が「私は全く悪くないのに、何故、あんな奴に 300 万円も
払わないといけないんだ」と怒り出す方がおられます。こ
のような方の場合、３年も５年も裁判をした挙句、裁判所
から 500 万円の和解案を出され、当初の 300 万円を飲んで
おけば良かったという結果に繋がることが往々にしてあり
ます。
　上手く行く人の四番目の条件は、「トラブルに対して鷹揚
に構えて、せっかちにならない」です。誰でもそうなので
すが、トラブルからは逃げたいし、早く解決したいのが常
ですが、急いては事を仕損じることも多くあります。紛争
は起こってしまった以上仕様がない、依頼している弁護士
を信頼して気長にやるか位の心持の方の方が紛争は上手く
解決することが経験上多くなります。
　以上、一番目から四番目の条件が揃うと、後は依頼を受
けた弁護士さんが一生懸命事件に取り組めば自然と良い結
果が出るということになり、依頼を受けた弁護士さんが手
を抜くと悪い結果が出るということになります。
　弁護士の仕事ネタはまた時期を改めてお話しをすること
にします。以上で会長の時間を終わります。
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新入会員自己紹介
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ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
ゲスト紹介：ベストフレンド＝株式会社カナダプレイス　社長
　　　　　　　　　　　　　　岩下　克己（いわした　かつみ）様
食事：「百万ドルランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　坂元　直人君
入会式：大迫　哲也（おおさこ　てつや）君
　　　　福留幸一郎（ふくどめ　こういちろう）君
⑴推薦者の言葉⇒丸元　貞夫君、海江田　順三郎君
⑵会長よりバッジ贈呈
⑶新入会員⇒大迫君　勤務先：鹿児島相互信用金庫　常務理事
　　　　　　　　　　職業分類：信用金庫　所属委員会：親睦
　　　　　　福留君　勤務先：三洲堂テーラー　㈱メイフェア　代表者
　　　　　　　　　　職業分類：紳士服仕立　所属委員会：親睦
会務報告：幹事　川路　理幸君
１�）本日の配布　①週報のみ　②快護生活フェス！福祉機器展
＆セミナーパンフレット
２）地区大会について
　日程：日時：令和元年10月5日（土）～6日（日）
　場所：シーガイアコンベンションセンター
　参加予定者：�海江田、坂元、川路、加島、池畠、吉田、宮

脇、志賀、栫、田實、事務局安部　計11名で
す。

３�）鹿児島市地域福祉課より第８回わくわく福祉交流フェアの
開催チラシが届きました。
　　例会場に掲示してありますので、ご覧ください。
４）次週　10/7（月）例会　「地区大会後のクラブ協議会」／
友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
　　例会終了後　定例理事会開催　開聞にて
出席報告：出席委員会　連続出席表彰→中間　貴志君（４年）
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話＝新入会員　自己紹介
　　　畑野　昌作君、大迫　哲也君、福留　幸一郎君

●坂元　直人君／畑野昌作（はたのしょうさく）様、大迫
哲也（おおさこてつや）様、福留幸一郎（ふくどめこうい
ちろう）様の鹿児島中央ロータリークラブへのご入会を心
より歓迎致します。ご活躍を期待しております。
●丸元　貞夫君／弊社子会社、旭鉄工㈱の第 55 期決算（６
月末）が、先月末、無事、税務申告を終了致しました。前
期比かなりの増収・増益でホッとして居ります。大喜びで
スマイルします。
●里　良男君／本日、ベストフレンドとして株式会社カナ
ダプレイスの岩下社長をお招きしました。カナダプレイス
は、主にカナダの「高気密・高断熱」のツーバイフォー輸
入住宅のメーカーとして地域に根差した活動をしておられ
ます。中央ロータリーの仲間として、よろしくお願い致し
ます。
●海江田　順三郎君／先週、宮崎西 RCの 50 周年式典に出
席しました。ドローンを飛ばして会場を写真撮影している
のに驚き、又、連続出席などの表彰は、名前だけを読み上げ、

賞状の受け渡しは前日に済まして時間を短縮されたのに感
心しました。
●村上　剛君／結婚記念日のお祝を頂き、ありがとうござ
いました。今年は記念日を忘れずに済みました。
●中間　貴志君／連続出席表彰をいただきありがとうござ
います。平成 27 年８月に入会させていただき、サインメー
クアップという手で４年間入会以来ずっと 100％出席です。
今後ともよろしくお願いします。
●石塚　俊雄君／誕生日祝い有難うございます。77才です。
運転危険世代と云われていますが、幸いにも子供達や周り
からも免許返上の話はありません。体調維持に努め、バイ
クや車を楽しみたいと思っております。
●青少年委員会／前回うっかり出し忘れた結果、約１ヶ月
の時間を経て、今、８月 26 日に行われた青少年委員会のラ
ウンドテーブルよりスマイルします。遅くなり大変失礼し
ました。出席者は、坂元会長、川路幹事、青﨑、池畠、橋元、
下、加島、竹添、稲留、田中、宮脇、中間、田實、一番ヶ瀬、
小笹、志賀の 16 名です。ありがとうございました。

９月 30 日のスマイル　小計 33,472 円　2019 〜 2020 年度　累計 247,424 円

次回例会　令和元年10月21日（月）
レディースデー例会

ゲスト卓話＝入来　慶子様「私のどんぐりピアノ」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1953回例会 56名 38名 71.70%
前々回（９月２日）の補正 54名 48名 94.12%
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とになりました。ここで採用がなければ今、何をしていた
かわかりません。
②事務所の活動状況
　今年で開業 21 年目になりますが、今まではこれといった
積極的な営業活動をすることもなく紹介いただいた顧客の
対応を一生懸命やってきたという感じです。今私も含めて
社労士 5名とスタッフ 1名でやっています。
　わたしは、労務管理の支援をしていくうえで「解雇」「懲
戒」「人員整理」「ハラスメント」「メンタルヘルス」といっ
た重いテーマを扱うものとして心がけていることがありま
す。それは、「解雇や人員整理、注意指導を受けているそれ
ぞれの従業員にも家族があり、幸せになりたいと思って頑
張っている人たちだということを想いにいれたうえでバラ
ンス感覚をもってしっかり対応すること」です。厳しさの
なかにも愛がないといけないと心の底では思っています。
④今後の展開は
　社労士業を通して社会貢献をしていきたいと心から思っ
ています。今後、特に力をいれていきたいのは次の２つです。
　１つめは、「中小企業に企業年金のインフラを普及させる
こと」です。将来の日本の公的年金の補完を推し進めてい
くのは社労士の優先順位の高い仕事だと思うのです
　２つめは、中小企業の事業承継を円滑にするために労務・
人事デューデリジェンスの業務を行っていきます。現状を
放置すると、中小企業廃業の急増により、2025 年頃までの
10 年間累計で約 650 万人の雇用、約 22 兆円の GDPが失わ
れることへの危機感からです。
　何も成し遂げていないのですが、国家資格者として仕事
をしていくうえで事業を通じて自分たちの専門分野を駆使

して少しでも社会に貢献できたらと日々考えています。
　今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

■ 福留幸一郎
　このたびは、伝統ある中央ロータリークラ
ブのメンバーに加入させて頂きまして誠にあ
りがとうございます。
私は東京オリンピックが開催された、1964 年
生まれの 55 歳です。
　仕事は今となっては珍しい「テーラー」で
す。オーダーメイドの専門店で、自分の店で職人が服を作
る店のことです。
　「三洲堂」という屋号は、1930 年に台北で開業した祖父が、
三洲薩摩の出身であることを伝えたくて、この屋号にした
ようです。
　現在、アトリエには６名のスタッフが在籍していますが、
20、30 代の若い技術者が４名、日々技術を研鑽しています。
今ではネットの時代になり、首都圏はじめ日本全国からい
ろいろな服作りの相談が来ます。
　関東のお客様からのお声も多く、昨年からホテルニュー
オータニで定期的にオーダー会を開いています。
　プライベートでは、現在家内と二人暮らしです。長女は
25 歳、東京で社会人生活を送っています。映画や音楽が好
きですが、登山も好きで、霧島をはじめ周辺の山々を歩い
たりしています。
　ロータリークラブの活動に就いては、全くの初心者です。
これから先輩方のご指導のもと活動に励みたいと思ってお
ります。


