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2020～2021年度 国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

●会 長 加島 繁 ●副会長 橋元 隆 ●幹 事 高岡 和也 ●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＝「コロナから始まる僕の冒険」
一般社団法人チェスト連合代表理事
薩摩剣士隼人制作総監督

外山

加島

雄大 様

繁

こんにちは、本日の会長の時間は、以前、友人
から勧められた本から「言いたい放題でご免なん
せ 横目で見た郷土史」をご紹介します。
著者は片岡吾庵堂さんで、多くの資料を基に歴
史上の偉人にも美談ばかりでなく、凡人と同様、
過ち多い人生だったと説明すべきと考え、ずいぶ
んと思い切った見方を披露した本で本の題名通り
「言いたい放題でご免なんせ」の内容ですが、その中でも昭和 63
年から平成 8 年まで掲載された郷土の季刊誌「みなみの手帳」を
転載した「石亀日記」の中に興味を引く話がありました。
30 数年前の新年、丸紅の社長が企業トップの挨拶で、日本人は
まじめ人間が多いので頑張れと言われるとかえってプレッシャー
を感じて、実力が発揮できずに結果マイナスになることが多い。社
員諸君、「頑張る」と口に出すな。といった趣旨の発言があったと
話題になった。「頑張る」は辞書には頑固に意地を張る、我を張る
とあり、今から事を始めようとするのに我を張る精神や姿勢から、
のびのびした自由潤達な活動ができるはずがないのに、ただ「頑
張れ！ガンバレ」を絶叫するのはおかしかったので、この社長の
発言は我が意を得たという事だった。
また、適切な論評があったとあり、表題は「テゲテゲの大切さ」
で産業界の言葉として「勤勉、誠実、真面目が会社をつぶす」とあり、
過去の固定観念が発想の転換の邪魔だという意味で、優秀と言わ
れている人ほど発想の転換が聞かない。
これからはむしろ「テゲテゲ、いい加減、でたらめ」が大切か
もしれない。
テゲテゲとは、近頃ファジーという言葉が使われるが、テゲテ
ゲは正にそれにあたり、いい加減とは、お風呂の適温で暑すぎず、
ぬる過ぎず、いい加減こそ大事である。
でたらめとは、天地の災害がいつ起こるかわからない。
これぞでたらめとは、正にその通りで日常生活の中で「あれを

年男
■ 中間

年頭所感

貴志

・自己紹介
私は，昭和 48 年 12 月１日に都城市に生まれまし
た。都城泉ヶ丘高校，中央大学の法学部法律学科を
卒業し，司法試験浪人とサラリーマン生活をへて平
成 16 年に鹿児島大学法科大学院に入学するため鹿
児島に来ました。平成 19 年にこっちで知りあった
妻と結婚して，妻に食わせてもらいながら司法試験浪人をして平
成２１年に司法試験に合格，司法修習をへて翌平成２２年に弁護
士になりました。昨年末でちょうど弁護士歴 10 年になりました。
・この 12 年
弁護士としての 10 年間は結構苦労が多かったと思います。
最初は某法律事務所に勤めたのですが，いろいろあって半年で
完全に参ってしまい，そこをやめました。で，修習でお世話になっ
た山下勝彦先生に泣きつきまして，半年ほど事務所の机をお借り
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

２月

平和と紛争予防 /
紛争解決月間

前回例会出席率

74.00％

するな」「これはいけない」というタブーが多すぎるまさに行政改
革もその通りであろう。
戦後に廃墟の中から経済復興を目指して「頑張れ！頑張れ！」の
掛け声で日本全体が頑張りすぎて、
「マイナス」面がいま社会の「ひ
ずみ」となっているのではなかろうか。
以上が本の内容ですが、頑張るなと言われるほど頑張っていな
い私が新入社員だったら、意味を深く考えず社会人になったら頑
張らずにテゲテゲで良いのだと、解釈したかもしれませんが、丸
紅の社長の「マイナス」の話も経済復興の「マイナス」の話も東
日本の大震災やコロナ禍を経験していない頃の話とはいえ、現代
に通じるものがあると感じました。
丸紅の社長の言う「マイナス」とは、形にはまらず若者らしい
自由な発想のことであり、経済復興の「マイナス」面の「ひずみ」
とは環境問題等の負の遺産のことであると解釈しました。
30 数年後の 2020 年、これまで人々が頑張って築き上げたものが
コロナによっていとも簡単に壊されてしまいました。
今後、頑張るなと言われても人々は努力して作り上げていくこ
とでしょう。
ただ、急ぐがあまり「マイナス」面の「ひずみ」を作らないよ
うに元気な日本を目指してほしと思います。
以前、ロータリーの先輩がコロナ禍を産業革命だとおっしゃい
ました。
なるほどその通りだと思いました。最近では新聞やテレビでも
その様に表現する人が増えています。
2021 年すでに産業の変革、社会構造の変革が始まっています。
私事ですが、まず小さな変革からチャレンジしようと思います。
変革といえば、先週オリンピック組織委員会は大混乱しました。
こちらもまた、目的を達成する為頑張りすぎて、世界を見ていま
せんでした。結果、「マイナス」に気が付かず、また気が付いても
見逃し、口をつぐんだお粗末なドタバタでした。早急な大変革が
必要でしょう。

して仕事をしました。そのときにはのびのびと仕事をさせていた
だきました。山下先生には本当に感謝しております。
その後，平成 25 年に単独事務所を立ち上げました。今は弁護士
２名，秘書２名の４人になりました。やっと安定した事務所になっ
たと思っています。
この間３人の子に恵まれました。長男は小学１年生。その次の
長女はこの春小学１年生，次男は３歳です。まだまだ子育てで手
がかかるのですが，妻に苦労を掛けています。やはり，子供はか
わいいです。もう少し大きくなったらあちこち旅行に出かけたい
と思っています。
・これからの 12 年
３年ぐらい前からゴルフを復活しました。実は弁護士になったと
きに道具を買って少しかじったのですが，向いてないと思い，やめ
ていました。今でも下手くそですが，今年中には 100 切りを達成し
たいです。ゴルフは本当に精神鍛錬だと思います。最近はショット
で下手を打ってもイライラしたり凹まないことを意識しています。
また，運動をほとんどしてこなかったので，筋トレもし，腰痛も治
して，積極的な姿勢でこの 12 年を過ごしていきたいと思います。

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

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

■ 坂元

次郎

式の会議参加の自粛指示により例会になかなか参加できずに大変
申し訳ございません。今年もどのような年になるかまだまだ混迷
を極めますが今できる事を日々模索し、ロータリー活動を通じて
奉仕の精神を培って参ります。本年もどうぞよろしくお願い致し
ます。

新型コロナウィルスの感染拡大により今までのビ
ジネススタイルや働き方に大きな変換を求められた
1 年でした。会社と自宅の往復で窮屈な日々を過ご
しております。弊社におきましては、電話やＷＥＢ
会議システムを利用した「おうちで住まいづくり」、
自宅に居ながら住宅展示場を見学できる「バーチャ
ル展示場見学」、
「全国一斉の実例見学会」では全国のどの会場でも
リアルタイムにオンラインで見学できるなどＷＥＢ上の折衝ツー
ルを拡充することで対面折衝を減らす工夫を行いました。また、県
外移動を抑制する為、リモート会議の実施や在宅勤務、スライド
出勤などで事務所内の在籍率を下げるなどの取り組みを行ってお
ります。
弊社の働き方改革の中で、3 歳未満の子を持つ社員を対象に 1 カ
月以上の育児休業を促すイクメン休業の制度があります。2018 年
に運用開始してから男性社員の育児休業取得率 100％を達成しまし
た。今後、育児休業を取得した後の意見を蓄積し、男性育児・家事
参加がどのような影響を及ぼすのか検証を行い、世の中に発信す
ることで社会問題解決に役立てていきます。他にも社員の健康増
進を図る「ウォーキングチャレンジ」という取り組みがあり、オ
リジナルアプリ内で毎日自身の歩数を記録することで歩くことへ
の意識が付き、社員同士が競い合うようになりました。私自身ゴ
ルフではなるべく歩くようにしており 1 日の目標を 7000 歩に設定
しております。
そして、労務管理の一環として全業務車両に「テレマティクス」
が搭載されており、危険挙動がリアルタイムで安全運転管理者に通
知されます。また勤態システムと車の稼働が連動している為、正
確な労働時間管理を把握することにも役立っております。従業員
が安心して働き、能力を発揮できる健康経営を推進しております。
南日本新聞広告でご覧になられた方もおられると思いますが、弊
社分譲地「コモンヒルズはらら」が最終分譲となります。2018 年
3 月から全 96 区画で販売を開始し、現在残り約 20 区画となってお
ります。弊社独自の景観ルール「まちなみガイドライン」を設定し、
緑化率や視界に入る緑の割合を示す緑視率を遵守し、風土に合っ
た植栽を推奨する「5 本の樹運動」も推進しております。環境、快
適、安全、エネルギー配慮など歳月とともに価値が深まる経年美
化の住まいづくりを進めて参ります。
昨年はコロナウィルスの感染拡大を対策の為、懇親会、集合形

親睦委員会おでむかえ

出席報告

スマイル

と楽しみにしてたそうです。事故の前日も練習に来ており、それ
を聞いて私は胸がつぶれる思いでした。その時、ふとロータリー
の職業奉仕ということばを思い出しました。職業で社会に貢献す
るということばをこの時ほど深く考えたことはありませんでした。
学生さんのご冥福を祈るとともに、改めて、しっかりと仕事にむ
きあおうと思いました。

●平山 勢津子君／ようやく２度目の骨折からリカバーしました。
みなさまあけましておめでとうございます。さてこれはスマイル
とはいえない事なのですが、先日、鹿大生が飲酒運転の車と事故
にあい若い命をなくしました。実は彼はわたしのところで免許の
取得に来ていた生徒さんであと少し、もうすぐ車の運転ができる

２月15日のスマイル 小計 5,000円 2020〜2021年度 累計 398,098円

第１９９ 回例会記録

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布
週報のみ
8
２）鹿児島東ＲＣとの合同例会開催について（FAX 予定）
日時：３月 11 日（木） 12：30 ～ 13：30
場所：サンデイズイン鹿児島
 今回の合同例会は昼例会となっております。お間違い
のないようお気を付け下さい
３）鹿児島東 RC 合同ゴルフコンペの出欠は２月 19 日（金） 2
までに事務局へ FAX にてご返答ください。
15
日時：３月７日（日） ９：20 集合（９：52 スタート）
場所：溝辺カントリークラブ

４）次週 ２/22 例会プログラム
・ゲスト卓話
一般社団法人チェスト連合代表理事
薩摩剣士隼人制作総監督
外山 雄大（とやま
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
会員卓話＝「年男 年頭所感」
中間 貴志君、坂元 次郎君

たけひろ）様

次回例会 令和３年３月１日（月）

月
日
（月）

会員卓話＝池畠泰光君
「激動の流通業界 50 年の歴史を語ります !!
東のヨーカ堂、西のダイエー、九州の寿屋、鹿児島では…」
出席率
第1998回例会
前々回（2月1日）の補正

本日の曲目：ひまわりの約束・枯葉・ユーレイズミーアップ・ユーモレスク

会員数
54名
54名

出席数
37名
39名

出席報告
74.00%
76.47%

演奏：入来慶子

