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第2481回 例会報告／令和３年１月27日

天候

２月17日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「高知の宿泊・宴会における新型コロナウイルス感染拡大の影響」
親睦委員会 委員長 中西 克行 会員

曇

◇ロータリーソング
「奉仕の理想」
◇会 長 挨 拶

どういう会社の方かはご存知かと思います。
では、その会員が会社の中でどういう立場に
あって、どういう仕事をされているか、現場
皆さん、こんにちは。
に重きをおいているのか、管理監督に重きを
先週の会長挨拶で、今年
おいているか、会社の人間であってもそれぞ
の冬は例年になく寒いよ
れ違う動きをしているということがあろうか
うに思うと申し上げまし
と思います。そういった会員同士の情報は、
たが、今日は１月であり
意外と自分の仕事にもフィードバックできる
ながら３月並みの気温で、 ことが生身の意見としていただけるのではな
節分も近いことが伺えます。
いかと思います。
数カ月前のこと、数名の会員と会食の際に、
そのきっかけになるのは、例会にこうして
お互いの仕事の話になりました。職員との向
集まることも一つですが、例会に少し早く来
き合い方、お客さんとの関係をどのようにし
て、少し会話をする。それをきっかけにまた
ているか。また、例えば見積もり作成に対し
次の話ができる。コロナの影響で４人以上の
て、それぞれのメンバーの考え方を聞くと、
会食の自粛を求められていますので、大勢で
同業他社を意識して、またどこかにプライド
しょっちゅう飲みに行くということはできま
を持ちながら数量単価を入れていく。しかし、 せんが、４人までという数字は、却って幸い
ときには「エイヤッ」という数字を挙げる
な数字なのかも知れません。夜集まるのは遠
等々、いろんな仕事の悩み事、あるいはテク
慮するという方も、この際、
「お昼一緒に食
ニックみたいなもの、結構突っ込んだ話を披
わんかえ」という声がけも、情報収集の一つ
露しあいました。私も、他社の方がどういう
になるのではないでしょうか。ということで、
ふうに悩んでおられるかなどをお聞きして、
今月の職業奉仕月間にちなんだお話をさせて
非常に参考になったことでした。
いただきました。
会員同士のこのようなシチュエーションと
今日の卓話は、職業奉仕委員会の松本委員
いうのは、ロータリーの中でも何回かありま
長です。今大変なお役を受けておられること
すが、先ほどの見積もり話でもメンバーが変
について、お話を伺います。
わると、内容がガラリと変わるという、そう
いった楽しみ、興味、参考になる、あるいは
ためになる会話が成立していくと思います。
さて、皆さん今お隣に座っている会員が、
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◇社会奉仕委員会より
赤い羽根共同募金の方から、テーマ型募金
へのご協力がきています。
テーマ型募金は、ＮＰＯ法人カンガルーの
会、ＮＰＯ法人井戸端わもんさん、小高坂朝
ごはんプロジェクト実行委員会の三つのうち
で、募金先を指定して１口500円から寄附が
できます。税額控除の対象にもなりますので、

◇会員スピーチ

個人または企業としてご協力いただける方は、
私の方までお声掛けいただけたらと思います。
ご協力をよろしくお願いいたします。
◇会 長 報 告
来週は通常例会という形で、既にご案内を
していますが、お弁当持ち帰りとするかどう
かについては今日の役員会で決定後、皆さま
にはお知らせします。

職業奉仕委員会 委員長 松本

隆之 会員

「高知弁護士会の
会長になって」
本来であれば、本日は職場例会で高知市役
所新庁舎の見学をさせていただく予定でした
が、コロナ禍の影響で、直前にキャンセルと
いうのはあまりにも失礼だと考え、早めに次
の機会にということを決定しました。お詫び
申し上げます。
昨年の４月にご報告させていただきました
が、私、高知弁護士会の会長になって約10カ
月、あと２カ月の任期を残して、現在は、最
後のひと踏ん張りというような状況です。弁
護士会の会長なんて名誉職だと思われるかも
知れませんが、実際はとんでもない、どちら
かというと小間使いみたいな仕事がいっぱい
で、本当に私もびっくりしています。
具体的には、毎週執行部会を開催して議題
について決議をしたり、弁護士会の運営につ
いて、常議員の弁護士の方々と議論してまと
めるといったような仕事をしています。ただ、
議論が紛糾することも多く、こちらとしてし
っかり回答ができないといけないので、毎回
毎回事前にその準備をしなければいけないと
いう、結構、負担の大きい活動をしておりま
す。
定期的には、裁判所とか検察庁のトップの
方と今後の裁判の在り方などを協議します。
僕なんかはまだまだ若輩者ですので、検察庁
のトップである検事正や裁判所の所長の方た

ちと一緒にお話するのは本当に緊張します。
会長になって一番印象深かったのは、県の教
育委員会とスクールロイヤーの契約をしたこ
とです。スクールロイヤーというと、学校側
の代理人だと思っている方が多いと思います
が、実際は真逆です。本来この制度は、例え
ば、いじめが起こったときに学校側がその初
動を間違えないように、大きな問題とならな
いように学校を指導するために弁護士を派遣
するもので、これを結ぶことができたことは、
私にとって、とても有意義なものでした。
また、弁護士会の会長になると、日本弁護
士連合会の理事を兼ねることになります。月
に２回、朝から晩までの会議に出ます。同時
に四国弁護士連合会の理事もかねて、これは
月１回の理事会で、四国のことについて話し
合いも、同時にやらなきゃいけない。私は本
当に会議が苦手で、早く終わらんかなって思
ったりすることもあるのですが、弁護士の中
には、会議に出席したら何も言わずに黙って
いるのは嫌っていう人が多くて、そういう方
たちを見ると、こういうところで堂々と発言
ができるってすごいなといつも思っています。
弁護士会というのは、どこの監督官庁にも
属していません。今のような立場が全くない
時代から、先人たちが、自分たちのことは自
分たちでやる。会議の運営費も基本的には会
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員の会費でやる。国からお金をもらってない
から、自分たちでやりたいことを決められる
し、文句も言える。これを弁護士自治と言い
ますが、私自身会長という職について、この
弁護士自治が未だにきちんと守られて、実現
されているということを、身を以て実感し、
勉強もできました。あと２ヵ月余り、なんと

か頑張っていきたいと思っています。
昨日、高知新聞に、県下で351件の廃業が
あったという記事が出ていました。コロナ禍
で大変な時期ですが、私にできることは全て
やって、何とかこの辛い時期を乗り切ってい
けたらと思っています。

◇会 長 報 告
先週入会された今西会員は、親睦委員会所
属です。報告が抜かっていました。お詫び
します。
先だって例会を早く終わらせたとき、ある
先輩から、例会は１時間のうち60％はしな
いといけないんじゃないかというお話をい
ただきました。調べてみると、会員が例会
の60％出席しなければ、出席扱いにはなら
ないというルールはありますが、例会自体
60％以上の時間が必要というルールは見つ
けられませんでした。ということで、30分
を切った例会でもルール違反ではないだろ
うと思います。ただせっかく時間がありま
すので、先ほどの私の会長挨拶ではないで
すが、あと５分ほど、お隣さんとお話をし
ていただきたいと思います。

◇出席率報告
総数 出席 欠席
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竹村克彦 今西さんの入会に感謝して、ニ
コニコヘ（１週遅れですみません）
松本隆之 本日は私の拙い卓話を聞いてい
ただきありがとうございます。
西森良文 松本職業奉仕委員長、本日の卓
話「内容はさておき…」ありがとうございま
した。
岡﨑勇樹 皆さま遅くなりましたが、あけ
ましておめでとうございます。今年、例会初
参加です。本年もよろしくお願いいたします。
土居祐三 先週からウクレレの練習を始め
ました。今週から、うるさいということで、
練習場は地下室に追いやられました。
ザ クラウンパレス新阪急高知 いつもありが
とうございます。
◇遅刻 １件

写真撮影役の武吉佳月さん
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■高知東ＲＣ当面の日程
２月24日㈬ 役員会
３月３日㈬ 定例理事会
情報集会
３月16日㈫〜18日㈭ 18：30〜（得月樓）
３月17日㈬ 12：30〜（ザ クラウンパレス）
３月17日㈬ ロータリー休日
３月31日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知ＲＣ
２月16日㈫
高知南ＲＣ
２月18日㈭
高知西ＲＣ
２月19日㈮
高知北ＲＣ
２月22日㈪
高知南ＲＣ
２月25日㈭
高知中央ＲＣ ３月４日㈭
高知ロイヤルＲＣ
３月16日㈫
高知中央ＲＣ ３月18日㈭
高知北ＲＣ
３月22日㈪
高知ＲＣ
３月23日㈫
高知南ＲＣ
３月25日㈭
高知中央ＲＣ ３月25日㈭
高知北ＲＣ
３月29日㈪
高知ロイヤルＲＣ
３月30日㈫

夜間例会
夜間例会
夜間例会
2月20日に振替
ロータリー休日
職場例会
定款８条第１節による休会
ロータリー休日
花見例会
ロータリー休日
花見例会
花見夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日

他クラブ変更事項
脇町ロータリークラブ常設事務所開設のご案内
事務所住所：〒779−3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字西分164−1
（赤松ビル１Ｆ）
ＴＥＬ：0883−52−0717（ファクス番号併用）
e-mail ：info@wakimachi-rc.jp
担当事務員：小笠
※例会場につきましては変更ございません

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

784,811円

10,859円

795,670円

１月27日

7,700円

0円

7,700円

792,511円

10,859円

803,370円

今期の累計

●会長／竹村克彦 ●幹事／西森やよい ●雑誌会報委員／永野正将・関 淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM〜1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873−1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780−8572 高知市本町3−2−15
直通（088）
824−8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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