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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

6 月度 RI テーマ「親睦活動月間・R 財団 100 周年」

育てると共に、献身的な奉仕活動を行う世界的団体とあ
ります。ロータリーの効用としては 7 つ掲載されており、
1）心の友をつくる 2）人をつくる 3）信用をつくる
◆例会プログラム
4）感動をつくる 5）夢をつくる 6）青春をつくる
１． 開会点鐘
7）平和をつくる とあります。
２． 国歌斉唱
ロータリアンの幸せは、人を幸せにすることで、自分
も幸せになる という事のようです。そして、裏表紙に
３． ロータリーソング斉唱
は、誰もが初めから立派なロータリアンではない、新会
４． 四つのテスト
員は『あなたにロータリーを学び』
、そしてあなたは『ロ
５． 会長の時間
ータリーで学ぶ』とあり、ロータリーの 10 徳として、
６． 慶祝
1）交流関係が広くなる 2）常識が広くなる 3）行儀
７． 年間事業報告
がよくなる 4）朗らかになる 5）社交的になる 6）
８． 友好クラブ平塚 RC 来花者紹介・ご挨拶
【清水孝一会長、高橋賢二幹事、片野之万ｴﾚｸﾄ、 顔に品が出てくる 7）几帳面になる 8）話題が豊富に
柳川正人友好ｸﾗﾌﾞ委員長、清水雅弘、清水裕、 なる 9）健康になる 10）家族が喜ぶ
さて、皆様はいかがでしょうか？
鈴木忠治、小野学、嶋田政光、青山紀美代】
９． 幹事および委員会報告
28 日の地区協議会へは、9 名で参加しました。分科会
１０． 出席報告
を経て、夕方よりの表彰式では、先にご報告しました通
１１． ニコニコボックス
り、提出しておりました 3 事業について、表彰され記念
１２． 閉会点鐘
の盾？文鎮？を 3 つ戴いて参りました。
また、R 財団ポールハリスフェローには阿部一郎君・
◆幹事報告
鹿討康弘君・佐々木史昭君が、米山マルチプルに三田望
君・谷村繁君・佐々木史昭君が、米山功労者には阿部一
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 9 号の配布に
ついて [花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤 啓祐] 郎君・鹿討康弘君が表彰の栄を受けられました。おめで
とうございます！重ね重ね、皆様のご協力に感謝申し上
げます。来年のバス運行は、北クラブです。
◆第 3046 （5/30）例会の概要

第 3047 回例会/No.44 2017 年 6 月 6 日

さて、本日は久しぶりの会員卓話、しかも今年度最後
の卓話です。伊藤プログラム委員長の年度当初からの設
定により、前田毅くんの卓話となります。どんなお話を
いただけるのでしょうか？

■四つのテスト 稲田 典之 君
言行はこれに照らしてから
一．真実かどうか
一．みんなに公平か
一．好意と友情を深めるか
一．みんなのためになるかどうか

■会長の時間「42 回/46 回」

吉田

和洋 君

皆様こんにちは！！
何かと慌ただしかった 5 月も、い
よいよ最終となります。

来月も種々行事が、ございます。6 日は『年間事業報
告』ですが、平塚 RC さんが来花する予定となっており
ます。27 日が最終例会となります。
引き継き最後までの、ご協力をお願い申しあげ、会長の
時間を終わります。

◆会員卓話
前田 毅（たけし）君
「弁護士という職業について」

弁護士というと法廷で毅然としている
イメージがあると思います。私の名前も毅
然の毅ですが、実際には法廷でやることは
殆どなくて、民事裁判では 1,2 分で終わっ
てしまいます。では仕事をしてないのかと
言うと、それまでの所でしています(笑)
大きく分けて事前に紛争を防ぐ仕事と
起こってしまった紛争に対処する仕事の
二つがあるのかなと思います。
一つ目の方は「法律相談」で、状況を聞いて、今後ど
26 日の R 情報委員会パート 2 には、佐々木直前、私、
鹿討幹事、阿部副幹事、小山田君、戸来君、橋川君、横 うすれば良いか、法的リスクは何か、法的手段は何があ
田君そして立花エレクトの 9 名で、
一平さん 2 階で行い、 るかをアドバイスし、その後に備えて行くというもので
ロータリーの発行資料『今日からロータリアン』をもと す。例えば契約書は紛争を前提に、こういう場合はどう
に、ロータリー談義をしながら親睦を深めました。資料 するかを書いてあるものです。契約では強い方が有利な
には 2016 年度の規定審議会結果が反映されており、最 権利を持つことが多いですが、弱い方がそれを分かって
取引するのか、分からないまま判を押してしまうのとで
新版です。
1、ロータリーとは･･･から始まり、組織構成、歴史な は大きく違ってきますので、説明したり、追加条項を入
ど 24 項目に分かれ易しい文章で各項 1 ページを基準に れることを提案したり、水際の交渉業務をしています。
もう一つの事後の紛争解決は離婚とか、資金回収でき
解説が記載されています。その中で最初のページには、
ロータリーを一言で言うならば、利他の心を養い、人を ないとか、登記が来ないとか起こってしまった事象に法、
先週は、市内 3 ロータリークラブ
親善ゴルフコンペと地区協議会と
R 情報委員会と、例会以外に行事が
3 つありました。ゴルフコンペの次
年度の幹事クラブは、当クラブにな
ります。次年度の立花会長・阿部副
幹事・親睦委員長様ご検討の程よろ
しくお願いいたします。

的または法的でない解決手段をアドバイスしたり、代理 う御座いました。先日、立花エレクトに選んで頂いたオ
人となって実際に解決に動いたり、いずれにせよ弁護士 フ用のアロハシャツを着たところ、三歳の孫が「じいじ、
としての仕事の目的は紛争をどう解決するのか或いは カッコいいの着てるねェ～」と褒めてくれました。やは
どう避けるのかに尽きると思っていて、紛争の事後解決 り、ケガレのない澄んだ瞳にはフィルターのかからない
では一方的利益ではなく、トータル的な解決を主眼とし 正直な姿が映るんだなぁと思ったのでした。
』
て携わっています。
◇立花 徳久 君『先日、娘がサプライズで私たち夫婦の結
日々の仕事は、例えば昨日は秋田で仕事をして、14 時 婚記念に仙台から極秘に花巻に帰って来たのですが、私
に帰って来て、新しい案件も含め 4 件の相談をして、顧 達は焼肉を食べに行って、待ちきれなくなった娘に早く
問先の月一回の訪問を 19 時から行いました。事務所に 帰って来いと怒られました。でも、感動しました。
』
いるとお客様との相談がありますし、空けてると 10 件
◇三田
望
君
『何とか地区協議会に参加させて戴きました。
くらいは電話が来る。19 時くらいにそれを終えて資料を
作る感じです。
仕事のうち 3 割が離婚とか相続の家庭内、 原点に返って会員増強の部会で勉強しました。来年の RI
3 割がお金や不動産など返して欲しい、あと借金問題が 会長のテーマは「ロータリー変化をもたらす」です。ロ
1 割 5 分くらい、顧問先の仕事が 1 割、裁判所の仕事が ータリーも変えてはならないものと変えなくてはいけ
ないものの選択でしょうか。我がクラブでも互いの共感
1 割そんな感じです。
』
弁護士と裁判官と検事はどういう関係かというと、司 が大事でしょうか。
法試験に受かって、一緒に勉強するので仲間意識は強い。◇佐々木 史昭 君『本日、午後、岩手県溶接教会通常総会
よって紛争を収めるためにどうするのかで一致してお が盛岡で行われ、当社従業員が先に行われた岩手県溶接
り、闘うべきは闘いますが、大体見立ては同じです。
協議会優勝者として表彰を受け、10 月に行われる全国大
TV でコメントしている弁護士は事実関係も知らない 会へ出場することになりました。これで 5 年連続当社か
ので一般的な話をしていますし、TV 的に面白いコメン ら全国大会へ出場致します。』
トが出来る設定にしてあるようです。
『先日の第 2 回情報委員会においては予想を上回る 9 名の
参加を頂き、支払いを済ませて 4,000 円の残金を発生さ
せることが出来ましたのでボックスさせて頂きます。』
◇伊藤 誠一郎 君『久しぶりに参加させて頂きました。す
いませんでした。滝田さんにはご迷惑をかけてばかりな
ので、次回お会いしたら、お礼を言いたいと思います。
※後半は実際の事例に関する説明。痴呆による DV で高
遅くなりましたが、嫁の誕生日祝有難うございました。』
齢離婚や精神的暴力の基準等、興味深々の話でした。
◇藤田 勝敏 君『向谷地前社長の訃報に際し、ロータリー
クラブの皆様から、心遣いを頂き、大変ありがとうござ
■委員会報告
上田 穣 君
いました。
』
来週の例会には友好クラブ平塚 RC か
◇橋川 秀治 君『地区協議会に参加し、前後も含めて楽し
ら清水会長以下 10 名が参加されると電
い時間でした。ご年配のロータリアンの気合、脚が悪く
話がありました。例会後は仙台移動だそ
ても参加され、そこに寄り添うロータリアンの優しさ。
うです。例会には是非、周りの方にも声
IM 記録誌の作成でも皆様そして「妻」のアシストを受
をかけて、多くの方で歓迎したいと思い
けて感動しました。ロータリーはイイですね！』
ますので、よろしくお願い致します。

◆出席報告

◆第 3046 回例会のメニュー

/////

32 人中 15 人出席
出席率
55.5％

前回修正

66.6％

メーキャップ
5/17（水）ロータリー情報委員会（1）
鹿討康弘君・佐々木史昭君・佐藤誠吾君・前田毅君・
藤田勝敏君・横田裕之君・谷村仁君

『 間八 カマ塩焼き』

5/26（金）ロータリー情報委員会（2）
吉田和洋君・鹿討康弘君・佐々木史昭君・立花徳久君・阿部一
郎君・横田裕之君・戸来昭浩君・小山田泰彦君・橋川秀治君

5/24（水）花巻市内 3ＲＣ親睦ゴルフ
吉田和洋君・佐々木史昭君・横田裕之君

◆今後のプログラム

6/9 (金) IM 記録委員会・編集会議（日々の）
6/13(火)
クラブ協議会『年間事業計画』立花エレクト
5/28（日）2017-18 地区研修・協議会
◆今後のプログラム案
6/17(土) 種市 RC50 周年
三田望君・上田穣君・吉田和洋君・立花徳久君・阿部
6/20(火) 地区青少年短期オクラホマチーム『ウェルカム
一郎君・佐々木史昭君・谷村繁君・藤田勝敏君・横田
例会&パーティー』ホテルグランシェール
裕之君・橋川秀治君
6/25(日) 花泉 RC40 周年
◆ニコニコボックス
6/27(火) 最終例会｢菊の会合同夜例会・新旧引継親睦
会｣やぶや
◇吉田 和洋 君『先週はロータリー諸行事お疲れ様でした。
来月も引き続き宜しくお願い致します。まだ色々行事が 7/4 (火) 慶祝：『2017-18 年度 会長・幹事・大委員長
抱負発表』立花会長／阿部幹事／他
あります。土曜日は橋川夫妻と私、妻とで花巻北高の吹
奏楽部の定期演奏会に行って来ました。素晴らしい演奏
クラブ会報委員会
でした。』
委員長：橋川秀治（今回担当） 副委員長：佐藤誠吾
◇鹿討 康弘 君『前田さん、本日は貴重な卓話をありがと
委員：多田浩二、前田 毅

AD：鹿討康弘

