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
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第1968回例会

2019～2020年度 国際ロータリー会長

マーク・ダニエル・マローニー

●会 長 坂元 直人 ●副会長 加島 繁 ●幹 事 川路 理幸 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

ゲスト卓話＝ JX マリンサービス株式会社
久保山 金雄様
坂元

直人

みなさん、こんにちは。本日は前々回の
会長の時間でお話しをさせて頂いた男性と
女性の話の続編をお話しさせて頂きたいと
思います。
続編を話せとおっしゃる会員の方が何名
かおられましたので、これらの会員の方々
のご意向を尊重させて頂きたいと思います。
離婚事件で配偶者の不貞問題を扱うこともそれなりにあ
るなかで、今の時代、配偶者の不貞行為の証拠は殆どがス
マートフォンから見つかり、中でも LINE から発覚をする
ことが多いように思います。
スマートフォンのアプリの中で、音が生じると自動で録
音ができるアプリもあり、浮気相手との会話をスマートフォ
ンのアプリが全て録音しており、それが原因で浮気が発覚
したケースもあります。
夫がスマートフォンに無知なので、夫のスマートフォン
の位置情報を常に ON にし、夫の現在地を自分のスマート
フォンで常時監視をしているという奥様も過去におられま
した。因みに、今回、ネットで検索していたら、スマホ監
視アプリというアプリもあるみたいです。
現代社会は機器の発達によって大変に便利になっている
のですが、便利になった反面、違う側面においてかなり不
便になっており、便利な機器とどの程度の距離を保って生
活をしていくかということを各人が考えないといけないよ
うな時代になっていると思います。
私は、分からないことには余り深入りをしないようにし
ており、今でも電話はガラケーでしており、スマホでの決
済はしませんし、インターネットバンキングもしないよう
にしており、フェイスブックも Twitter もしませんし、余
計なアプリはスマホに入れません。
LINE は使いますが、むやみに友達を広げることはせず、
家内とは LINE ではなくメッセージでやり取りをするよう

年 男・年女

年頭所感

■ 椨 茂吉
鹿児島中央ＲＣのチャーターメンバーと
して活動を始めて 43 年になります。
クラブの中で親睦委員というのがありそ
の中の一人として活動していくことになり
色々とやっていく中、半年ぐらい経過した
頃やっと色々なことがわかってくるように
なり全体がぼんやりとしてきました。
セ釜山ＲＣと姉妹クラブを結んだのをきっかけに、セ釜
山の小学校と鹿児島の大竜小、名山小と図画の交換をやっ
て山形屋７階廊下に展示して皆様に披露しました。
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

２月 職業奉仕月間

前回例会出席率

67.27%

にしております。
LINE は、裁判所の証拠の序列の中におきましては物証（物
による証拠）に位置付けをされ、その当時の当事者の方々
が自分の心境をそのまま文章にしている関係もあり、そこ
に書かれてある内容はとても証拠価値が高くなってしまい
ます。
LINE 等で配偶者の不貞行為が疑われた場合、興信所に
依頼をして、不貞行為や浮気の調査を行う方も昔に比べる
と大変に増えています。
私が顧客に紹介をする興信所は、概ね一日２万円で 20 日
間調査をしてくれ、40 万円程度の費用でかなりの成果を上
げてくれます。
今の興信所は機器が非常に発達しており、調査の相手の
車両に GPS 機器を取り付け、調査の相手の行動をパソコン
等で終始監視をします。
終始監視をする中で、現場を押さえた方が良いと判断し
た場合、現場に急行し、動かぬ証拠を写真で残すようなス
タイルが一般的なように思います。
不貞行為の慰謝料は婚姻関係が壊れたか、壊れていない
かで金額が違ってきますが、一般的には 100 万円から 300
万円程度が慰謝料の相場になります。
興信所の費用や弁護士費用を考えると、浮気をされた方
に経済的なメリットは余り多くないケースもあり、最後は
お金の問題ではなく、当事者の気持ちの問題なのかなと思
いながら執務に取り組むことも多くあります。
男女問題は経済合理性では決して解決せず、感情の問題
だというのがこれまでの経験での最終的な感想になります。
因みに、感情が完全に冷めると男女問題は経済合理性で解
決可能です。
どのような局面に到っても配偶者の気持ちに寄り添い、
配偶者の気持ちを落ち着かせることができれば、弁護士も
興信所も不要だという気がしております。
以上で会長の時間を終わります。

設立して５～６年経過した頃だったと思いますが、相互
信用金庫の井上理事長という人がいてその人も私ども鹿児
島中央ＲＣのメンバーでした。その人の会長卓話が非常に
面白く、海外旅行の話しとかいろいろ話をしていく中でＨ
な話も堂々とされ会員全員耳を傾けたものでした。その頃
は女性会員は、いなくて全員男性会員でした。
漠然と当時のことを思い出しました。

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）
9366・FAX.099（239）3504

※坂元会長、松元会員の
年男・年女 年頭所感
は次週掲載します。

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

定例理事会議事録

会議名 定例理事会
場 所 開聞
日 時 令和２年２月３日（月）
例会後〜
出席者 坂元直人・川路理幸
加島 繁・高岡和也
橋元 隆・田中和俊
宮脇謙舟・吉田健朗
志賀啓一・竹添 寛
欠席者 池畠泰光・丸山健太郎
岡部龍一郎

議
題
１）2 ・3月例会プログラム及び行
事予定（添付資料）…… 承認
歯車会（ゴルフ）
日時：3 月7日（土）9：00集
合（9：38スタート）
場所：南 九州カントリークラ
ブ
２）会計報告（別紙明細）…………………………………… 承認
⑴１月度試算表について
３）鹿児島東ＲＣとの合同例会について…………………… 承認
日時：令和２年３月12日（木） 18：30～
場所：サンデイズイン鹿児島
会費：5,000円（徴収3,500円＋クラブより一人1,500円支出）

●城西 RC 時村会長／本日は２月 29 日（土曜日）ロータ
リーデーの案内にうかがいました。多くの参加お願いいた
します。
●海江田 順三郎君／先週日中友好協会と留学生による、
中国の新型コロナウイルス肺炎へのマスクなど医療用品の
支援活動がマスコミに紹介されましたのでスマイルさせて
頂きます。
●濵薗 義弘君／誕生日祝い、ありがとうございます。２
月６日で 86 才になります。いろいろな事と人生の楽しさだ
けを思い、前向きに進んでいきたいと思います。
●橋元 隆君／誕生日祝いありがとうございます。２月 28
日生れで、田原俊彦と管井きんと同じですが、最近は、菊
川怜と同じと言ってます。
●宇都 和治君／新型コロナウイルスの影響でマスク消毒
液が完全品切れの状態です。当薬局では中央ロータリアン
の皆様の為又職員の皆様の為、なんとか充足を目指し努力
致します。御用命の方は私まで御連絡下さいませ。
●志賀 啓一君／誕生祝ありがとうございます。47 歳にな

ります。来年年男で所感を述べないといけないかと思うと、
今から緊張しています。本日は参考にさせていただきます。
●星原 一弘君／誕生日祝いありがとうございます。２月
７日でついに 60 歳を迎えます。還暦にちなんで、新たに生
まれ変わった気持ちで日々精進します。昨日、令和２年２
月２日語呂のいい日に免許更新に行ってまいりました。恥
ずかしながら、免許取得 40 年目にして初めてのゴールド（優
良運転免許証）交付を受け優越感に浸った１日でした。
●一番ヶ瀬 達吉君／お誕生日のお祝いありがとうござい
ます。生れてはじめて福岡以外で迎える誕生日です。55 才
を鹿児島で迎えられ、良い年になりそうな気がします。
●春山 慶次郎君／ 25 日で 61 才になります。還暦からあっ
という間の１年でした。お祝いありがとうございます。
●大迫 哲也君／誕生日祝ありがとうございます。今年よ
り天皇誕生日祝日となります。ありがたく祝っていただき
ます。
●職業奉仕委員会／１月 27 日のラウンドテーブルでのスマ
イルです。出席者は、尾辻、橋元、中間、田實、稲留、宮脇、
川路です。
２月３日のスマイル 小計 28,974円 2019〜2020年度 累計 550,223円

第１９６７回例会記録
２月３日（月）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
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：濱薗 義弘君（６日）・志賀 啓一君（６日）
星原 一弘君（７日）・丸山健太郎君（11 日）
一番ヶ瀬達吉君（23 日）・大迫 哲也君（23 日）
春山慶次郎君（25 日）・福留幸一郎君（25 日）
橋元 隆君（28 日）
会務報告：幹事 川路 理幸君
１）本日の配布 ①週報
②月信 2 月号
③抜萃のつづり
２）RCC 例会 2/9（日） 11：00 ～天文館松山通りリンクビル
9 階 指名出席者：加島会員
日定例理事会 例会終了後 開聞にて
４）次週 2/10（月）例会プログラム
ゲスト卓話 = ＪＸマリンサービス株式会社 常務取締役
久保山 金雄（くぼやま かねお）様

４）３クラブ合同例会式次第について………………………… 承認
→会長と幹事で作成。
５）セ 釜山ＲＣ（約10名）３月15日（日）～17日（火）来鹿行
事予定について（添付資料）……………………………… 承認
3/15（日）交流会 18：30～
場所：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
会費：6,000円
3/16（月）例会 18：30～に変更
場所：グランセレッソ鹿児島 きずな
会費：7,000円（徴収5,000円＋クラブより一人2,000円支出）
６）年輪会日程について………………………………………… 承認
→４月開催（日時は後日決定）
７）社会奉仕事業について……………………………………… 承認
→ゆうあい館へ ボッチャ寄贈
８）その他
⑴次回理事会について………………………………………… 承認
令和２年３月２日（月） 例会後～ 於：開聞

友の見どころ = 広報雑誌・ＩＴ
次々週 2/17（月）例会は 2/19（水）3 クラブ合同例会・懇親会
18：30 ～山形屋食堂に変更しておりますので、参加者の皆様は
お間違いのないようにご集合下さい。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話＝「年男・年女 年頭所感」
坂元 直人君、椨 茂吉君、松元 まや君

次回例会 令和２年２月 19 日（水）
3 クラブ合同例会（鹿児島・鹿児島西・鹿児島中央）
山形屋食堂 18：30 〜
出席率
第1967回例会
前々回（１月20日）の補正

会員数
57名
57名

出席数
37名
38名

出席報告
67.27%
69.09%

