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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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

会員卓話＝加島繁君、高岡和也君「会長・幹事就任の挨拶」
坂元

直人

みなさん，こんばんは。いよいよ本日で本
年度が終了することになります。後程，会長
幹事任期を終えての時間が設けられておりま
すので，会長の時間は短めに喋らせて頂きま
す。
私が鹿児島中央ロータリークラブに入りま
したのは，平成２０年４月７日であり，川畑
会長の年度で幹事を担当させて頂きましたの
が，平成２４年７月から平成２５年６月にかけてになります。
元々，私は仕事に関しましては極度にスピードと効率性を重
視するタイプであり，仕事に関連すること以外の時間を極力排
除しようとする傾向が性格的に強く，幹事を終了後はほぼ幽霊
会員になってしまいました。
ところがひょんなことから，会長を引き受けることになりまし
て，副会長の年度，会長の年度とも皆勤賞で担当させて頂きま
した。
私が尊敬する人物にユング心理学の大家で，元文化庁長官を
務められた河合隼雄先生という方がおられます。
河合隼雄先生が書かれた書籍の大方は読み，講演のＣＤも購
入し，車を運転しながら講演を聞かせて頂くなどしております。
河合隼雄先生は，
「道草の重要性」ということを唱えておら
れましたが，河合隼雄先生の他の考えには賛同できましても，

会長・幹事
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任期を終えて

直人

みなさん，こんばんは。いよいよ会長幹事任期を終えてまで
何とか辿り着くことができました。長かったようで，短かった
１年であり，また，元号が平成から令和に変わり，コロナ災害
という未曽有の事態も体験できた年度でもあり，おそらく二度
と体験はできませんし，私の残りの人生において長く記憶に留
められる年になるのは間違いないと思います。
いままで会長の時間で沢山しゃべって来ましたので，今日の
この挨拶は極力手短に済ませさせて頂こうと思っております。
先ずは，ロータリー歴も長くない若輩者の私に会長職を担当
させて下さり，辛抱強く，かつ，温かい目で見守って下さいま
した会員の皆様方に対しまして，深く深く感謝の気持ちをお伝
えをさせて頂きます。本当にありがとうございました。
次に，短気で，気まぐれで，かと言ってある意味直情径行型
の私に対して，愚痴や文句の一つも言わず，いつも笑顔で付き
合って下さいました我がクラブ初の女性幹事となった川路さん
にもこの場を借りまして，深く深く感謝の気持ちをお伝えさせ
て頂きます。
川路さんは，女性に対する誉め言葉としては不適切かもしれ
ませんが，懐がとても広く，加えて気が利き，幹事としては適
役で，川路さん抜きにしては本年度を乗り切ることはできな
かったと思っております。
おそらく川路さんはそのうち，我がクラブの女性会長に就任
されると思われますので，その時は我がクラブの全員で盛り立
てていければと思っております。
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

前回例会出席率

78.85%

この「道草の重要性」については今までピンと来ることが全く
ありませんでした。
幹事を終えた頃の私は，「道草なんかしていられない」
，「最
短の時間と最短の距離で目的地に向かうのが一番良いんだ」と
考え，ほぼ仕事漬けの毎日を送り，年中，張り詰めて仕事をし
ていたように思います。
当然，事務所内でもピリピリしており，少しでも職員や勤務
弁護士の仕事の水準やスピードが私の要求に達していないと，
常時，叱責を繰り返していたように思います。
ところがここ２年，ある程度の時間をロータリー活動に費や
すようになり，また，我がクラブの会長として１年間の仕事を
終えさせて頂いて，河合隼雄先生が言われる「道草の重要性」
という視点がようやく理解出来たように思っております。
会長の年度を終えまして，最短の時間と最短の距離で目的地
に向かうことのみが重要ではなく，目的地までの道程をゆっく
り味わい，周りの景色を楽しむことこそが重要であり，ロータ
リー活動はそれに寄与する活動の一つになるのではないかとい
う風に考え方が変わったように思います。
次年度も出来る範囲でロータリー活動に関わりまして，加島
会長と高岡幹事のお役に立てるよう精進しようと思っておりま
す。
最後に，次年度の加島・高岡年度が今年度以上の年度になる
ことを祈念致しまして，本日の会長の時間とさせて頂きます。
以上です。
いよいよ加島・高岡年度が始まりますが，加島・高岡年度が
始まった途端に幽霊会員に逆戻りしないよう，次年度も出来る
範囲で協力をさせて頂く予定です。
加島会長は時折，全く予測できないような発言をされ，会場
を笑わせて下さいますので，今から次年度の会長の時間を楽し
みにしております。
加島・高岡年度の門出をお祝いしまして，私の方でワインを
６本，本日の懇親会に寄贈させて頂きますので，皆さんでお飲
み頂ければ幸いです。
私の従妹が東京でワインの店を経営しており，ワインのセレ
クトは全て彼女に任せました。皆さんのお口に合いましたら幸
いです。
次年度の例会での今の希望は，山形屋の例会場の一番末席に
座り，時間を気にすることなく，ゆっくりと食事をすることで
すが，来週からようやくこの希望が叶うことになって大変嬉し
く思っております。
最後に，幹事の川路さんに感
謝の気持ちを込めまして，紅白
のワインと記念品を用意しまし
たので，これをお渡しして，本
年度を終えさせて頂きたいと
思っております。
うちの事務所の有馬も１年間，
ロータリーにどっぷり漬かりま
したので，記念品は私から紅白
のワインは有馬の方からお渡し
させて頂きたいと思います。本
当に，ありがとうございました。
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■ 川路

理幸

後期 2 か月ほど休会になってことで幹事の私は勤めを果たせ
ず、なんだかずるしたような気持もするのですが、5 月末から
例会が開催でき、また次年度にバトンタッチがきたことにほっ
としております。
幹事をさせていただいてクラブ内の事を知り、会員との交流、
他クラブとの交流などがあり、いろいろなことを知るいい機会
となりました。
また皆さんがこのクラブをとても大切にしておられるのだとい
うことに気づかされる出来事もあり、皆さんの優しさや思いや
りを改めて感じることが出来ました。
会長には確実な判断、早めの準備、即行動、相手のことをよ
く考えること、相手にわかりやすく伝えることなどなどたくさ
んあるのですが、このようにすべきということを見て教わった
ように思います。私自身はなかなか実行できませんでしたが今
後も見習っていきたいと思っております。
会長のお役に立てるようになりたかったのですが、会長はい
つも何かと手配くださり、私を助けてくださいました。私には
できすぎた会長だったなと思っています。本当にお世話になり、
ありがとうございました。
また、つたない私を指導、応援、協力してくださった皆様、じっ
と我慢して見守ってくださったみなさまに心から感謝申し上げ
ます。
一年間本当にありがとうございました。

振り返りますと不安でいっぱいで始まった
幹事という役でした。
スタートの韓国への離就任式へ向かうのが命
がけのような感じだったので今後一年どんな
年になるのだろうと思っていましたが、あっ
という間に時は経ち、半期終わっておりまし
た。会長とも大きな行事ごとは終わったよう
なものだねと話すこともありました。
そして後期が始まりしばらくするとコロナウイルスの影響で
9 週も例会が休会になるという今までにないことが起こりまし
た。
今でも続いているのですが、当時確かに人が集まるのも怖い
感じでしたし、もしもクラブから感染者が出たらという心配も
あり、休会は仕方がなったのですが、例会が開催されるまでず
いぶんとかかってしまいました。久しぶりに皆さんにお会いし
たとき、本当に嬉しく思ったことを覚えています。この時会長
が「小人数でも開催します」と決めておられたので出席数に期
待はしておりませんでしたが、予想に反して多くの方に出席い
ただき、盛会に終わりました。また久しぶりにお会いして新鮮
な感じも受けました。
中には暇を持て余しているから出てきたという話もありまし
たが、こんなたくさん出席いただいたのは、皆さんの中央ロー
タリー愛と思っています。

●丸元 貞夫君／坂元・川路号の昨年７月晴れての出港以来，
道中色々な事がありましたが，先日，無事航海終了，帰港され
ました事を，心より，お祝い，お喜び申し上げます。とりわけ，
坂元会長の卓話は，仕事柄とはいえ，明解な起承転結により，
素晴らしいものでした。毎会楽しみに聞いて居りました。大変
有難うございました。本当にお疲れ様でした。本日は大いに飲
んでゆっくりと休んで下さい。

慰労会

６月29日のスマイル 小計 8,000円 2019〜2020年度 累計 762,053円
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送別会（泣）

新役員

社長就任おめでとうございます
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回例会記録
６月

29

日（ 月 ）

ロータリーソング：「四つのテスト」 省略
職業宣言唱和：７ 省略
会長の時間：会長 坂元 直人君
会務報告：幹事 川路 理幸君
１）本日の配布
①週報
２）次週 7/6（月）例会プログラム
・会員卓話＝「会長・幹事就任の挨拶」
・定例理事会開催 例会終了後 開聞にて
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・幹事任期を終えて」

回
数
坂元 直人
池畠 泰光
海江田順三郎
本坊 修
川路 理幸
吉田 健朗
丸元 貞夫
石塚 俊雄
里 良男
髙栁 大輔
橋元 隆

会長
幹事

坂元
川路

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

金
額
坂元 直人
池畠 泰光
本坊 修
丸元 貞夫
海江田順三郎
石塚 俊雄
川路 理幸
橋元 隆
吉田 健朗
平山勢津子

直人君
理幸君

次回例会 令和２年 7 月 13 日（月）
会員卓話＝高岡和也君
「web 会議 zoom について」
出席率
第1977回例会
前々回（6月15日）の補正

会員数
53名
55名

出席数
41名
41名

出席報告
78.85%
75.93%

