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■ 会員増強委員会　里　良男
　これまで「会員数 60 名達成！」を掲げて、
取り組んできました。
　過去 10 年間の会員数の変動は、2012 ～
2013 年度の 58 名が最高で、近年は 53 名～
55 名と、60 名には未達の状況です。
　『会員増強は組織に新しいエネルギーをも
たらす…』の理念のもと、今年度積極的に会員増強に努め
ているところです。

◇会員増強のための具体策としては
　１．�会員からの入会対象者情報（紹介カード）を収集する。
　　→�前回実施したアンケートでは、紹介件数はゼロでし

た。
　２．�ベストフレンドとして、入会予定者を招待し、入会

の促進を図る。
　　→カナダプレイスの岩下社長に入会して頂きました。
※現在、いろんな企業に声がけしている状況です。
※引き続き会員の紹介を頂き、会員 60 名の達成を図りたい
と思います。
　会員各位のご協力をお願いします。
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職業奉仕授与式
新入会員自己紹介 61.82%

　みなさん、こんにちは。本日は、本年最
初の当クラブホームでの例会となっており
ます。
　会員の皆さん、今年も１年どうぞ宜しく
お願い申し上げます。あと半年頑張って、
加島副会長にバトンを渡したいと思ってお
ります。下期は加島副会長と高岡副幹事を
盛り立てる役割を担えるよう努力したいと思います。
　本日の会長の時間は、少し不謹慎な内容となるかもしれ
ませんが、男性と女性についての話をさせて頂きます。
　弁護士という仕事柄、男女の問題は切っても切れません。
男女間のトラブルがある意味、弁護士の収入源の一つになっ
ているという側面は間違いなくあります。
　離婚事件がその代表となります。旦那さんと奥さんがト
ラブルになり、二人の話し合いで解決できなくなってしま
うと、弁護士に依頼をせざるを得なくなってしまいます。
私が弁護士に成り立ての頃、約 20 年位前になりますが、こ
の頃は問題を起こす男性がとても多かったように思います。
　離婚原因の多くは、夫が他所で愛人を作る、夫がギャン
ブルに依存して借金を作る、夫が酒を飲んだ末に妻子に暴
言や暴力を振るう等々であり、圧倒的に夫の側に問題があっ
たケースが多かったように思います。
　私どもの業界で婚姻関係を壊した配偶者の事を有責配偶
者と呼びます。約 20 年位前は有責配偶者の殆どが男性だっ
たという印象です。
　浮気、不倫についても当時は男性９割、女性１割という
のが私の個人的な統計であり、浮気、不倫の９割は男性側
が占めていたというのが個人的な見解です。
　数年前、熟年夫婦の離婚事件を扱いましたが、この時の
夫は「飲む、打つ、買う」の典型的な昔ながらの男性であり、
妻子に対する暴力は日常茶飯事で、会社を経営はしており
ましたが、ヤクザ等の高金利からも金を借り、借金取りが
妻子のところに日常的に押し寄せていたような状況でした。

　この奥さんは夫の素行の悪さに耐え切れず、子どもが成
人した頃に夫に何の断りもなく家を飛び出し、以降、20 年
以上夫に見つからないように別居生活を送り続けました。
　私は、この奥さんの依頼を引き受けましたが、奥さんの
希望は金も何も要らないので、死ぬ前に夫との籍だけはど
うしても抜きたい、残りの余生を静かに暮らしたいという
ことだけが希望でした。
　奥さんの方は 20 年以上も前に夫と別居をしながらも夫の
事を怖がり、現在の住所だけは夫にバレたくないというこ
とで、私の事務所のみを訴状には記載し、夫を訴えたよう
な経過でした。
　夫の方は弁護士は立てませんでしたが、70 代後半だから
何かあっても私の方が体力的にも勝っているだろうタカを
括っていたのですが、法廷で会うとこの方身長も高く、恰
幅も良く、声も大きく、相撲を取ってもこの方に勝てる自
信はないなというのが私の内心での分析でした。
　裁判は、当然、妻の側が勝ち、夫の側はしつこく最高裁
まで争いましたが、最終的には妻の希望が認められ、妻の
側は無事に籍を抜くことが出来ました。
　最近はこのようなタイプの男性は現在の若者の中には非
常に少数派となっているというか、既に絶滅したと言って
も過言ではなく、「草食系男子」という言葉が示すように、
現代はある意味、男性と女性の力関係が昔よりはかなり対
等になって来ているというのが私の印象です。
　最近の離婚事件は、暴力や浮気等の明確な離婚原因がな
いものがかなり増えており、何となく嫌になったから離婚
というのもかなり数が増えている印象です。
　不倫や浮気についても男性と女性の比率は５分５分か、
男性６割・女性４割というのが私の個人的な印象であり、
婚姻関係については女性の側が強くなったというのが偽り
のない私の感想になります。
　20 年前と今とどちらが良い時代なのか私には分かりませ
んが、間違いなく男性と女性の力関係は時代の流れに伴っ
て推移をしているというのが私の個人的な感想です。
　以上で会長の時間を終わります。
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クラブ協議会「上期報告と下期計画」

１月 職業奉仕月間
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●坂元　直人君／本日は本年、初めての当クラブの通常例会となっ
ております。会員の皆様方におかれましては、本年もどうぞ宜し
くお願い申し上げます。あと半年、なんとか走り抜けたいと思っ
ております。
●川路　理幸君／先程のジャズコンサートのチケットの件、お知ら
せが遅くなり申し訳ありませんでした。お詫びにスマイルします。
どなたかいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
●高岡　和也君／お誕生日お祝いありがとうございます。１月２
日で 42 才になりました。早いものでロータリアン歴も今年で 10

年になります。まだまだ未熟者ですが今後ともよろしくお願いし
ます。因みにまだ独身ですので今年こそは…
●田實　大志朗君／１月 27 日で 69 才になります。あまり嬉しく
ありません。
●小笹　貴之君／お誕生日祝ありがとうございます。48 歳になり
ました。とたんに腰痛に苦しんでいます。健康第一でいい一年に
したいと思います。
●出席委員会／ 12月 23日に出席委員会主催ラウンドテーブルが開
催されました。スマイルを発表します。順不同でお名前を発表し
ます。里、田實、池端、稲留、春山、田中、池脇、髙栁、下、中間、
岩下、石塚、志賀、尾辻、川路　以上 15 名です。
１月20日のスマイル　小計 21,792円　2019〜2020年度　累計 514,249円

■ 国際奉仕委員会　坂元　直人（代読）
上期…７月離就任式への参加
　天候に不安がありましたが離就任式に無
事出席することができました。
　厳しい中での出席にとても感動され、手
厚い歓迎を受けました。
　日韓関係は厳しくなっていきましたが２
国間の交流はますます深まったように思います。

下期…３月に来鹿が決まりましたので、内容については今
検討中ですが、日程のみ発表します。
　３月 15 日（日）お出迎え、夕方より懇親会。
　３月 16 日（月）ゴルフコース、観光コースに分かれて過
ごし、夕方より夜例会に出席。交流会。
　３月 17 日（火）お見送り。
　下期では鹿児島へ訪問されるセ釜山 RCの皆様を歓迎し
たいと思います。

■ 職業奉仕委員会　宮脇　謙舟
上期報告
　職業奉仕委員会としまして、11 月 25 日
例会にて職場訪問例会を開催しました。坂
元会長が弁護士である事から協力頂きまし
て鹿児島地方裁判所への訪問となりました。
　法廷内に入れて頂きまして、会員の皆様
も法衣を着用して裁判官席に座らせて貰いました。中々貴
重な体験だったのではないでしょうか。会員の下村弁護士
の卓話後、裁判官による質疑応答も頂きました。時間が足
りないくらいで、活発な職場訪問例会となりました。

　坂元会長、下村会員をはじめとしました、皆様のご協力
に感謝致します。

■ 親睦委員会　髙栁　大輔
　昨年は納涼家族会、忘年家族会と大成功
させることができました。
　諸先輩方のアドバイスやお心遣い本当に
ありがとうございました。
　また、４月４日（土）グランセレッソき
ずなで行われる観桜会も盛り上げていける
ように頑張ります！
　そして例会でも昨年以上に気合を入れて先輩方に挨拶さ
せて頂きます。
　今後とも会員の親睦が図れるように奮闘努力していきま
す。よろしくお願い致します。

■ 交流委員会　本坊　修
　令和元年 10 月 26 日（土）～ 28 日（月）
の日程で、17 回目の高校生交流を無事終え
ることが出来ました。
　今回は沖縄尚学高等学校の生徒は初めて、
６名の参加で（通常は５名）錺教諭の引率、
そして那覇西ロータリークラブからは、比
嘉会長・大城・新垣・臼井・江夏氏５名の参加を頂きました。
　今回の両校の研究発表は、以下のテーマで発表して頂き
ました。
樟南高等学校「鹿児島の島々について」
沖縄尚学高等学校「学校紹介」「沖縄あるある」「白梅学徒隊」
「みんなで元気に町もどし」

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　坂元　直人君
誕生日お祝い：原田　正弘君（２日）・高岡　和也君（２日）
　　　　　　　福山　孝子君（４日）・小笹　貴之君（７日）
　　　　　　　田實　大志朗（27 日）
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　　①週報　②ロータリーの友 1月号
２）情報集会開催について
　日時：２月 25 日（火）、２月 27 日（木）、３月５日（木）
　　　　18：30 ～
　於：ごはんのじかん inatome
　　�　�数日中に案内文をお送りしますので、ご都合の良い日、

悪い日に○×をつけてＦＡＸにて事務局へお知らせ下さい。
３）�３クラブ（鹿児島・鹿児島西・鹿児島中央 RC）合同例会・
懇親会のご案内　

　日程：令和２年２月１９日（水）18：30 ～ 20：30
　場所：山形屋食堂　
　　懇親会：2,000 円　※例会のみ参加の方は無料です。
４）�１月27日（月）に予定されていました、学習会は２月10日（月）
に変更し、ラウンドテーブルのみ行います。

５）�鹿児島ユネスコ協会より「書き損じハガキ・キャンペーン
2020」ご協力のお願い

　�　�投函していないハガキ（書き損じハガキ、未使用ハガキ）、
未使用切手、金券などがございましたら、後方の回収ＰＯＳ

Ｔにおいれください。発展途上国の教育現場を支える資金と
なります。2月末まで回収可能ですので、よろしくお願い致
します。
６）�志布志ロータリークラブ創立 40 周年記念式典並びに祝賀会
のご案内

　日程：令和２年４月 18 日（土）13：30 ～
　会場：志布志大黒リゾートホテル　
　会費：10,000 円（同伴者：5,000 円）
　　　　※参加される方は事務局までお知らせください。
７）1/26（日）　RCC例会
　場所：リンクビル９階　指名出席者→海江田・川畑各会員
８）次週　1/27（月）例会プログラム　
　・職業奉仕賞授与式　三洲堂テーラー　黒木　幸氏
　・会員卓話　「新入会員自己紹介」　岩下　克己君
出席報告：出席委員会���
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報雑誌・ＩＴ委員会

次回例会　令和２年２月３日（月）
年男・年女　年頭所感

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1965回例会 57名 34名 61.82%
前々回（12月23日）の補正 57名 41名 75.93%
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