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ゲスト卓話＝鹿児島県弁護士会会長　新倉哲朗様
「鹿児島の弁護士の現状と今後の弁護士業務について」 R財団月間 65.38％

　こんにちは。本日の会長の時間は、先週中
原会員より、「ロータリーの友」に参考になる
記事が掲載されていたので、いつでもいいの
で会長の時間で紹介してほしいとの提案があ
りましたので、早速ご紹介いたします。
　１つ目の記事は千葉県の櫻木英一郎さんの

「service は行動の心構え」、２つ目の記事は大
和ロータリーの佐々木和夫さんの「マイロータリーのすすめ」
という文章です。
　それでは読ませて頂きます。まず「service は行動の心構え」
　「日本のロータリーは、英語の解釈不足からさまざまな誤解
を含んでいると考えます。その最も大きい要因と思われる「奉
仕」について記します。ロータリーの本分である「奉仕」の原
語は Service です。その解説はチェスリー・ペリーの「人を思
いやり、人のためになることをする」が唯一といわれています。
したがって Service は「行動の心構え」の概念だと考えること
ができます。Club Service は日本語では「クラブ奉仕」と記さ
れ、「クラブに対して奉仕する」と考えられています。同じく、
社会奉仕は社会に対して、国際奉仕は外国に対して・・・とい
う具合に。では職業奉仕は職業に対して奉仕？これは解釈が不
十分です。日本ではこの解釈を補うために、いろいろな理由と
説明が考えられてきました。その結果、非常にわかりづらいロー
タリー像ができてしまいました。チェスリー・ペリーが説明し
た Service は自分の行動における心構えであり、その Service
を発揮する分野の代表例が５Avenues‘すなわちクラブ、地域

社会、国を超えた世界、仕事、若者の活動、と解釈することが
妥当だと考えます。奉仕を Service と解釈して、チェスリー・
ペリーが解釈したように捉えれば、ロータリー全体の解釈も
違ってくると思います。
　続きまして「マイ・ロータリーのすすめ」
　2013 年以降、「手続要覧」の総ページ数が減少してきました。
2010 年版は約 300 ページ、2013 年版は約 240 ページ、2016 年
版は約 120 ページ、2019 年版に至っては、65 ページほどにな
りました。今まで白ページで掲載されていた、各プログラムな
どについて説明した部分の引用・参照元の１つが「ロータリー
章典」でしたが、これが国際ロータリーの WEB サイトの「マ
イロータリー」から閲覧できるようになったことから、「手続
要覧」には掲載されなくなったようです。「マイロータリー」
には、有益な情報が満載です。「手続要覧」も「ロータリー章
典」もマイロータリーで原文と和訳の両方を見比べれば、間違っ
た解釈は発生しないでしょう。奉仕とクラブ運営に関する情報
は、「マイロータリー」を閲覧すれば、ただちに手元に届きます。
ぜひ活用しましょう。
　全国のロータリアンの方々が、日々真剣に取り組んでおられ
ることをひしひしと感じます。この文章から、ロータリーの本
分である「奉仕」の原語による解釈にみられるように、英語の
解釈不足による誤解やロータリークラブの時代の変化による有
益な情報の活用法についてなど、改めて考える機会になったの
ではないでしょうか。この内容を提案して下さいました中原会
員に感謝申し上げます。今後もこのような提案がありましたら、
ご紹介したいと思います。以上会長の時間でした。
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フリートーキング
「コロナ禍でクラブ例会をより楽しくするためにはどうしたらよいか」

まとめ

1.出欠について

・ 可能な限り出席頂き、従来通りの出欠ルールでよいのではな
いか。

・ ホーム出席は従来通りに戻した方がいい。
・ コロナ禍で出席に対して厳しく言われない雰囲気になっい

る。
・ 出席率の緩和は利点もあるが、出席率が低い会員が退会しや

すい傾向にあるのが懸念される。
・ 第３波の状況ではオンライン化も進めたほうがよい。
・ 医療従事者やメディアなど例会参加が難しい業種によっては

出席免除にする。
・ コロナ理由欠席を出席扱いにするのは賛成。第３波に備え、

また復活して継続してもらいたい。
・ 来たくても来れない方のために、欠席届で出席扱いを延長で

きないか。
2. Zoomによる例会参加について

・ Zoom参加しやすい設備を整えてほしい。
・ Zoom参加者が分かるように、みんなが顔をみれるようにし

て挨拶をしてもらう。

・ モニターを購入して、例会中はZoom参加者を映せるように
する。

・ なかなか「冷たい」感じで壁を感じる。取扱いが難しい。聞
いてるだけになりやすい。

・ Zoom参加者との対話ができないので、なにかしらのコミュ
ニケーションをとる方法を考える。

・ リテラシーに個人差があり技術的に難しい人もいる。
・ 若い人がどんどん積極的にZoom参加してくれればよい効果

がでる。
・ メインの端末はiPadでは小さいのではないか、パソコンでの

対応をしてクオリティを上げてほしい。
・全員Zoomで参加できるようになるのは疑問がある。
・ Zoom参加者に発言の機会を設けて３分くらい挨拶など話し

てもらう。
・ カメラをもう一台追加して全体を見渡せるようにしてほしい。
・ Zoom参加者は例会までに食事をして参加している。
3.例会の回数について

　現段階では毎週月曜日の週に１度の頻度でちょうどいい。状
況により対応する。
　市内RC会長幹事会で議題として話し合いをしてもらいた
い。（クラブごとに理事会で頻度は決定できます）
　月に２回くらいならという意見もあった。
4.例会のコロナ対策や進行について

・ 現状のままでコロナ対策はできているのではないか（検温、

加島　繁
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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：米山記念奨学生　陳　珂雨（チン　カウ）様
会長挨拶：会長　加島　繁君
奨学金支給：陳　珂雨（チン　カウ）様　
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　 ①週報　 ②ロータリーの友 11 月号
２）忘年会のご案内（11/9FAX 済み）
　　令和 2 年 12 月 6 日（日）18：30 ～
　　ホテルグランセレッソ鹿児島　きずな
　　※ 出欠回答を 11/18（水）までに事務局宛て FAX にて

お知らせください。
　　　今年度は、景品提供の受け入れはいたしません。
３）新春合同例会のご案内（11/11FAX 済）
　　令和 3 年 1 月 15 日（金）12：30 ～ 13：30
　　サンロイヤルホテル　太陽の間
　　※ 出欠回答を 11/27（金）までに事務局宛て FAX にて

お知らせ下さい。
　　　 新型コロナウイルス関連での欠席は、出席扱いとしま

すので欠席理由にその旨ご記載ください。
４） 来年 1 月 25 日（月）の職業奉仕賞授賞式について、候

補者推薦用紙を FAX しております。
　　 適格者がおられましたら、11 月 27 日（金）までに事務

局宛て FAX にてご連絡ください。
５）本日学習会及びラウンドテーブル開催　
　　18：30 ～　於　ごはんのじかん inatome 
　　担当：社会奉仕委員会
６）次週 11/23（月）　祝日のため休会
　　次々週 11/30（月）
　　　ゲスト卓話＝　鹿児島県弁護士会会長

新倉　哲朗（しんくら　てつろう）様
出席報告 ：出席委員会　連続出席表彰→加島　繁君（５年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田實大志朗君（１年）
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：友のみどころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：フリートーキング
　　　「 コロナ禍でクラブ例会をより楽しくする為にはどう

したらよいか？」

次回例会　令和２年12月7日（月）

職業奉仕フォーラム

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1988回例会 54名 34名 65.38%
前々回（11月2日）の補正 54名 26名 89.66%
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アルコール消毒、マスク、斉唱なしなど）
・ 例会の進行も現状通りでよい。
・ 歌はハミングで唱和するのがよい。今のままでよい。
・ 思い切って、全員Zoom参加での例会を実施してみる。
・ 検温＆手洗いはセットで実行すべし。
・ マスクして職業宣言唱和をしてもよいのでは。
・ シールド・マスクの励行

5. その他（コロナ禍の例会をよくするためのアイデアがあれば

ご記入ください）

・ 例会の今と昔は違う。今できる奉仕活動や勉強会を増やし、
人を磨く必要がある。

・ ラウンドテーブルを充実させて、先輩会員と新人がコミュニ
ケーションをもっととったほうがいい。

・ 新春合同例会は本当に大丈夫なのか。
・ テーブル替えを定期的にやったほうがいい。
・ 時間短縮45分例会なども考えるべきでは。

●加島　繁会長／真面目なのかどうか？取りあえず会長期間中
はハッテでも例会があれば出席します。ありがとうございます。
●本坊　修君／竹添不動産ゴルフコンペ盛大に開催され楽しく
ラウンド出来ました。有難当ございました。竹添不動産の今後
の御発展を祈念致します。
●里　良男君／ 10 月８日、不動産の新会社「ブライトハウス
株式会社」を設立しました。これまでのブライトビジョンの不
動産事業を継承し、ブライトビジョンは資産運用会社に移行し
ます。新会社を引き続きよろしくお願いいたします。
●池畠　泰光君／本日は卓話の予定でしたが、突然の都合で延
期の申し出を高岡幹事と下プログラム委員長にお伝えしまし

た。快くお引き受けして頂き感謝申し上げます。卓話は、スー
パー業界を取り巻く環境の変化と、流通業界が今後どの様な形
になり、IT と連動したビジネスモデルを形成してどんな企業
が生き残るのか、現在のスーパーマーケットと過去のスーパー
マーケットをお伝えしたかったのです。東のヨーカ堂、西友、
西はダイエー、ジャスコ、九州の寿屋とニコニコ堂は！そんな
中、弊社は今年創業五十周年を迎えます。改めて原点に立ち返
る為に皆さんにお伝え致したく存じます。後日例会日程が決ま
りましたらよろしくお願いいたします。勝手ながら今回のキャ
ンセルを心よりお詫び申し上げます。
●大迫　哲也君／結婚祝ありがとうございます。なんとか 34
年を迎えることができました。コロナの中一緒に居る時間が長
くなり、心配しております。捨てられないようがんばります。

11月16日のスマイル　小計 15,000円　2020〜2021年度　累計 216,129円
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友のみどころ フリートーキング発表 Zoom例会参加

米山記念奨学生　陳　珂雨様


