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田中　和俊

イマジンロータリー！。当クラブには、
RCCロータリー地域社会共同隊があります。
NPO 犬猫と共生できる社会をめざす会鹿児
島さんの提唱クラブとして支援をさせてい
ただております。といっても、毎年犬猫と
共生できる社会をめざす会さんが作成され
る犬猫のカレンダーを購入するくらいなのですが。会務報
告で RCC 例会として報告させていただいている会合は、犬
猫の譲渡会に参加するものです。こちらも私も何年も参加
していなくて反省しているところです。近々、例会に参加
して譲渡会の様子を見学して、少し気持ちだけ寄付をして
おきたいと思います。

さて私の仕事は司法書士です。去る８月３日に司法書士
制度 150 周年記念式典が開催されました。今年は司法書士
という仕事ができて 150 年。150 年前の司法書士に少し想
いを馳せたいと思います。

明治５年（1872 年）８月３日に制定された司法職務定制
によって定められた「代書人」が司法書士の起源とされて
おり、まさに今回の 150 周年の起算点となるのは明治５年
であります。当時の代書人の職務は「裁判事務」に限定さ
れており、現在のように「登記事務」は職務ではなかった
のです。

代書人が登記事務を担うこととなったのは、明治 20 年
（1887 年）２月 10 日に施行された登記法によって登記制度
の主務官庁が司法省となり、登記機関については裁判所が

その機能を担うこととなったことによります。裁判所提出
書類の一環として登記業務が代書人の業務に加わることと
なりました。

大正８年（1919 年）９月 15 日に施行された司法代書人
法により代書人が司法代書人と行政代書人に分化した際に、
裁判所提出書類の作成の一環として登記申請書類を作成す
ることも司法代書人の職務であることが明確化され、昭和
10 年（1935 年）の司法書士法改正によって名称が司法書士
となった後も、裁判業務と不動産業務が司法省の管轄から
変わることはなく、裁判業務と登記業務は司法書士の業務
として併存し、今日を迎えております。

司法書士の基幹業務は登記業務と言われることも多いの
ですが、沿革を紐解いてみると、司法書士の起源は登記業
務ではなく、裁判書類の作成にあることに気づかされます。

150 周年記念式典では、早稲田大学山野目章夫先生の基
調講演があったのですが、その中でも、「司法書士は、民衆
の中から生まれ、民衆と共に生成された法律家である」と
の指摘もあり、そして、「民衆と公（朝廷・公権力・国家等）
との架け橋としての役割を担ってきた」との指摘もありま
した。「民衆＝市民のために」という先人の想いは、今もなお、
私たち現役司法書士にも脈々と受け継がれているアイデン
ティティーであることを強く確信することとなりました。

150 周年記念式典は単なる区切りでしかありません。既
に 151 年目に入っております。先人の努力と戦いの上に、
現在の司法書士制度があることをあらためて実感するとと
もに、今一度初心に帰って職業奉仕の精神で自分の業務に
邁進しなければならないと思います。
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　 ガバナー補佐アドレスガバナー補佐アドレス

第 2730 地区ガバナー補佐　宮内　秀人

2022-2023年度鹿児島市内Bグループガバナー
補佐を務めます宮内秀人と申します。所属は鹿
児島北ロータリークラブ、仕事は（株）宮内洋
行を経営しています。カレンダー・ギフト・イ
ベントグッズ製造販売を手掛けています。

鹿児島中央ロータリークラブは 1976 年創立の名門クラ
ブです。本年度は会長・幹事会で、田中会長・松元幹事と
一緒に活動をしています。また昨年から宇都ガバナー補佐
には出来の悪い宮内に手取り足取りの指導で大変お世話に
なっております。

ガバナー補佐としての活動報告ですが、補佐訪問：北
RC・鹿児島大学アカデミー・東南 RC ときて、本日名門鹿
児島中央 RC にお伺いしております。年次報告書等を読ん
でもびっくり、ポール・ハリス・歴代 RI 会長とテーマ・
2730 地区ガバナー・補佐の推移、クラブの歩み、特に、現
会員の活動の歩み、クラブの分析、会員の記念日・誕生日、
国際青少年交換プログラム派遣学生、ロータリー財団奨学
生、米山奨学会学生、姉妹盟約などまた RCC 例会の開催（動
物愛護）など本当に素晴らしい理想のロータリークラブで
はないかと思います。

ガバナー補佐になって、一番変わったのは私自身の当事
者意識です。最近の私は、地区大会もなんとなく参加して、
適当に・・でしたが、先日の都城地区大会では、ガバナー
補佐の席も指定され、久しぶりに大会を最初から最後まで、

ガバナー公式訪問 地域社会の経済発展月間
／米山月間10月



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
ゲスト紹介：ベストフレンド＝
　　　　　　ほぐしどころ You 代表　浦島　優子様
ビジター紹介：鹿児島市内 B グループ　
　　　　　　　ガバナー補佐　鹿児島北 RC　宮内　秀人様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊 君
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　
　①週報　②月信 10 月号　③ロータリーの友 10 月号　
　④薫音協賛・寄付のお願い　⑤世界ポリオデーチラシ　
　⑥米山記念奨学事業豆辞典
２） 世界ポリオデー　END　POLIO　サイクリングチャレ

ンジ日本縦断ゴールセレモニーのご案内
　日時：10/23（日）　13：00 到着予定　
　場所：佐多岬（トンネル前駐車場）　本日チラシ配布
　東京三鷹 RC の宮崎陽市郎 次年度ガバナー　
　10/1 宗谷岬発～ 10/23 佐多岬着
３）ラウンドテーブルのご案内
　10/24（月）　18：30 ～　於：ごはんのじかん inatome　
　担当：広報雑誌 IT 委員会

４）RCC 例会　11：00 ～　リンクビル 9 階
　10/23（日）　指名出席者⇒　川路、高日　各会員
５）次週　10/24（月）例会プログラム　
　ガバナー公式訪問・100％出席例会
出席報告：出席委員会→連続出席表彰　 竹添　寛君（3 年）、

松元　まや君（1 年）
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友のみどころ＝広報雑誌・IT 委員会
ガバナー公式訪問前のクラブ協議会
　①ガバナー補佐アドレス　
　　鹿児島市内 B グループ　ガバナー補佐　宮内　秀人君
　②公式訪問のスケジュール説明　田中　和俊君
　③公式訪問当日の発表内容確認　
　　　　　　　　　　　　　高岡　和也君、栫　浩多郎君

次回例会　令和４年10月31日（月）
ゲスト卓話「かごしまにある３つのジオパーク」
NPO法人かごしま探検の会代表理事　東川　隆太郎様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2062回例会 54名 37名 72.55%
前々回（9月26日）の補正 53名 38名 76.00%
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補佐としての意識をもって臨みました。それとガバナ - 公
式訪問前の補佐訪問で、いろんなクラブの現状に接するこ
とができることです。

会長幹事会の運営について、私は会長一回、幹事を三回
のうち会長・幹事会の担当幹事を二回経験しているので、
今年は、上野ガバナー補佐と密に、事前打ち合わせをしっ
かりと行い、スムーズな会長・幹事会の進行をしていると
思います。

RLI の研修について、深尾前ガバナー補佐の口ぐせ、研
修に始まり、自分の意見を発表する場を作らないと・・・
なる。資料参考抜粋として「ロータリーによる調査では、
入会一年以内の退会は、入会前の説明不足と入会後の教育
不足、会員同士の交流不足、入会１－２年では、クラブに
溶け込めなかった、多忙で、３－５年では、クラブのリー

ダーへの不満、親睦の欠如、6 － 10 年では、3 － 5 年と同様、
異動退職等もある。10 年以降では例会や活動に関心が持て
なくなった。退職や健康上の理由が増える」です。参考に
してください。

お願いとして、鹿児島で開催される 70 周年記念地区大会、
ぜひご参加ください。式典はそれなりに 13 日（日）の青少
年活動報告では、ローターアクト、インターアクト、ライラ、
青少年交換、ロータリー学友会の感動する発表があります
ので、聞いて体感してください。　　　

最後に、ロータリーデーの具体的な運営として、12 月 17
日にプロジェクト１が鹿児島大学で開催されます。プロジェ
クト 2 は来年の春になります。

10 月 24 日、ガバナー公式訪問も活発な意見等でよろし
くお願いします。

●鹿児島北RC　宮内　秀人君／こんにちはガバナー補佐の宮内で
す。本日はよろしくお願いします。
●田中　和俊君・松元　まや君／本日の例会には、ベストフレンド
として「ほぐしどころ YOU」の浦島優子様、またガバナー公式訪
問前のクラブ協議会にガバナー補佐の鹿児島北ロータリークラブの
宮内秀人様にお越しいただきました。お忙しい中をありがとうござ
います。当クラブの例会をどうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。
本日はよろしくお願い致します。
●松元　まや君／連続出席表彰ありがとうございます。自覚してお
りませんでしたが、これからも続けられるようがんばります。
●池畠　泰光君／浦島優子さん本日はベストフレンドで中央ロータ

リークラブへ「ようこそいらっしゃいました」中央ロータリーへぜ
ひご入会されますようご支援致します。今後ともよろしくお願いし
ます。
●竹添　寛君／連続表彰ありがとうございます。苦労に苦労かけて
3 年間表彰いただきましたがそろそろ限界かなと思っています。こ
れからは気楽に４年目を目指していきます。
●福山　泰広君／連続出席表彰をいただきありがとうございました。
体力勝負のこの表彰は狙っておりました。連覇をめざしたいところ
です。
●鈴木　健君／今月２日に息子が結婚、そして 29 日には、私自身が
無事に 29 周年の結婚記念日を迎えることができそうですのでスマイ
ルします。

10月17日のスマイル　小計 20,000円　2022〜2023年度　累計 268,131円

本日の曲目：イマジン・瑠璃色の地球・小さい秋見つけた 演奏：入来慶子

入会おまちしております入会おまちしております 出席表彰出席表彰

ロータリーの友ロータリーの友
紹介紹介

　　空席まち　　　　空席まち　　
　　　してました　　　してました

スマイル発表スマイル発表


