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会 長︓近藤 朗 幹 事︓梅村 美知容 会報委員長︓尾関 正一 題 字︓遠藤 友彦

本日の例会（第１８３９回）

◆ゆったり例会を行います。

９／４（水）

次回の例会（第１８４０回） 9 ／１１（水）

◆名古屋錦 RC 合同夜間例会及び懇親会
◆会 場 名古屋東急ホテル
◆例 会 １７時３０分～
◆懇 親 会 １８時～

第１８３８回例会記録

◆司
◆斉
◆ゲ

会 香田 研二君
唱 それでこそロータリー

いうような私自身に向けられた具体的な質問に対しては、 普通に答え
ます。 例えば、 お金については、 私は旧日弁連報酬規定を基準に
ばよいのか︖」 です。 これはなかなか難しい。 紛争、 訴訟には勝敗が
ありますから、 「勝ち負け」 で言えば、「勝ってくれる人」 が優れているこ

８／２８（水）雨

ト 国際ロータリー第 2760 地区会員増強委員会
委員 織田 敏之君 他１名
◆来訪者紹介 名古屋北 RC 斉藤 克弥君

出席報告
35 名
7名
28 名
80.00％

もちろん、 「お金がかかるのでしょう︖」 とも。 「専門」 と、 「お金」 と

仕事をしておりますので、 その基準を説明します。 問題は、「誰に頼め

ス

会員数
欠席会員数
出席会員数
出席率

頼めばよいのでしょうか︖」 ということを、 よく聞かれます。

とは疑いない。 例えば、 独特の知識と経験が必要な部門、 医療過誤
訴訟や、 知的財産権の問題などは、 それを専門に行っている事務所
にお願いするのがよいでしょう。 まさに、 「勝ち負け」 に影響します。 税
務訴訟などもそれに含まれるかもしれません。 しかし、 今掲げたものを
除くと、 どうか︖と思います。 普通に暮らしていても降りかかってくること
がある 「相続」 「離婚」 「交通事故」 については、 「できない。」 とい
う弁護士は少ないでしょう。 また、 企業の契約や過失に基づく事故等

前々回訂正
欠席会員
MAKE UP
出席率訂正

1836 例会
2 名中
１名
96.67％

についても、 仮に専門性、 特異性があるとしても、 依頼者である企業
から、「通常したがっているルール」 を聞くことから始めれば、大きな支障
は生じません。 とすると、 「誰でもよいのか︖」 というと、 もちろんそうで
はない。 元も子もないかもしれませんが、 「相性」 というのは、 結構、
よい判断基準になります。 もちろん、 弁護士は、 友人ではありません

会長挨拶
会長 近藤

朗

から、 「相性」 といっても、「ずっと、仲良く居られる」 というような性質の
ものではなく、「この、目の前の大変な事件について、一緒に乗り切って
くれる、任せられる安心の予感」 というようなものです。 ２５年仕事を
しておりますと、その 「信頼感」 を理由に、断られたり、 こちらから辞任
したりすることはありました。 もちろん、そのように 「事件の中途で弁護士
が降りる」 ということは、 望ましくはありません。 そこで、 「相談の当初に
信頼できるかどうかを知る」 ということが重要になります。これはなかなか
難しいのですが、私が相談の当初に皆さんに申し上げていることを、 紹

８月最後の例会となりました。 ９月第１週４日の例会は、私近藤、

介したいと思います。 私は、 まず、 「弁護士は、 鏡と地図とを示しな

西脇良一さん、 加藤敦子さん、 祖父江佳乃さんの４人は、 カンボ

がら、 よりそう者である。」 と説明します。具体的には、「この難局を乗

ジアに行きますので、 お休みさせて頂きます。 皆さまのご理解とご支援

り越えるためにハンドルを握って、 アクセルを踏んでいるのは、 あなた自

のおかげで、 現地の仕事も予定以上に進んでいる様子です。

身です。」 「弁護士は、『こちらに行くと、今は厳しいかもしれないけれど、

誠にありがとうございます。 また、 報告致します。

快適な海岸が広がっています。』 『今は、ダメージが大きすぎて、すぐに

本日は、 私の仕事の話をします。 私は登録して２５年目の弁護士

動かない方がよさそうです。 もうすこし回復を待ちましょう。』」 というよう

です。 自己紹介をすると、「専門は何ですか︖」 「どんな弁護士さんに

なアドバイスを行うことになります。 その上で、 お話をお聞きして、 目の

前でコネコネと何かを作り上げるように、「 ああでもない、 こうでもない。」

本日はお招きいただき、 誠にありがとうございます。

と一緒に考えながら進むというのが、 私の仕事のイメージです。おそらく、

地区会員増強委員会から参りました名古屋東 南RCの織 田です。

この話を聞いて、 「なぁーんだ、 決めてくれないのか。」 と 思われる方

本日は前半部分を織田が担当し、 後半部分を小牧 RC の長尾さ

はいらっしゃるはずです。そういう方は、「相性が悪い」 のかもしれません。

んが担当します。 名北ロータリーさんの事務局に事前に確認したとこ

企業主の方からみれば、「採用面接」 と似ています。 また、「初めて取

ろ、 本年度の増強目標会員数は40名、クラブで目指している会員

引するとき」 と同じでしょう。ですから、「よい弁護士を選ぶ。」 というのは、

数は 50 名とのことでした。すでにビジョンはお持ちでありますが、再度

あまり特別なことではないのだろうと思います。

ご確認いただければと思います。 会員増強でまず必要な事はクラブ
全員が増強の決意をすることが重要です。 そもそも会員増強が必要

幹事報告

な理由は内部要因である 「持続可能なクラブの確立」 という事にな

１．９月１８日（水）の吉田ガバナー補佐訪問の出欠票の締め切

るのではないでしょうか。 そして現状を良く知ることが大切です。当地

りは本日までとなっております。

区の会員数は最新のデータでは 4901 人です。 その中で名古屋地

未提出の方は早急にご提出をお願い致します。

区の 25 クラブで合計1782 人となっております。平均は 71 人です。

２. 本日、 第 7 回 ワールドフード ＋ふれ愛フェスタの協 賛 チケット

名北 RC さんの場合ですとこの平均 71 人の他の 24 クラブがライバ

2000 円の集金を行います。 例会終了後、 受付にて回収をさせ

ルという事になるのではないでしょうか︖クラブを良く知る方法のツール

ていただきます。 ご協力よろしくお願い致します。

にはマイロータリーの活用や会員増強のための評価ツールがあります。
ご興味がございましたらご連絡ください。また入会金や年会費の内容

活動報告

を他のライバルクラブと比較してみるのも良いと思います。 私が気づい

入会３年未満の会活動報告

た点としては、名北 RC さんのホームページで魅力的な例会内容をさ

河東 広樹君

れている事がレポートでは拝見できるのですが、予定の中にありません、
是非本年度の目玉となるような講師の方の卓話がある場合は HPに
掲載してみてはどうでしょうか︖名北 RC さんの特色 ・ 良い点の共有
化を進めて頂きたいと思います。

国際ロータリー第 2760 地区会員増強委員会
委員 長尾 秀義様
７月より３年未満の会を梅村篤さん発起人で始めました。３年未満
の会につきまして、 どのような目的で始めたのかは、入会して浅い方や、
間もない方などが、 孤立しないようにするために作られた会です。
夕方ぐらいにみなさんと集まり、お店などでお酒をたしなみながらプライベ
ートな空間を楽しんでいます。 もちろん先輩方の参加も大歓迎です。
私もいろいろと話せる機会があると楽しいです。 今のところ開催周期は
２か月に一回としています。 是非興味のある方は声をかけてください。
以上となります。 本日はご清聴ありがとうございました。

委員会報告
国際ロータリー第 2760 地区会員増強委員会
委員 織田 敏之様

代わりましてここからは、 小牧 RC 長尾がお話しさせて頂きます。
昨年度はクラブ会長を務めさせて頂き、私も増強でとても悩みました。
中々思うように進まないのは多くのクラブが感じていらっしゃるところで
はないでしょうか︖小牧RC でも毎年何名増強する、純増何名、と目
標は掲げますが 、その通りに行かず絵に描いた餅で年度が終わってし
まってます。 振返ってみますと、 一言でいえば 「場当たりで人任せの
増強」 だったのだろうと思います。 2016 年度の RI 規定審議会以
降の決定では、 各クラブの意思が多く反映できるようになりました。
そして、自由度も増えたと思います。それに伴い、各地域でのロータリ
ークラブの位置づけと現状の再確認をし、それを基にビジョンを明確に
してクラブ運営していくための戦略委員会を立ち上げて、従前のクラブ
運営を見直し、 改革する事を求められてます。 そしてクラブが発展
していく為には、会員増強は必須である事は皆さん一致するところで

しょう。 また、公共イメージアップと積極的な広報により、地域でのロータ
リークラブの認知度を上げることが増強に繋がることも相違 ないところだ
と思います。そして、改革を進めたことでクラブ奉仕も進み、楽しい例会、
親睦活動を基にして効果的な奉仕事業が行えて、会員維持と増強が
益々進む好循環が生み出されることが期待できるところだと思います。
最後に昨年の私の反省でもありますが、 折角お誘いして来て頂いたゲ
ストさんに、 その後しっかり後追いがしっかり出来てれば、恐らく3 名は
入会して頂けてた筈です。これは会長として覚悟とリーダーシップが足り
なかったと反省するところです。皆さんの参考になれたかどうかわかりませ
んが、本日はこのような機会を与えて下さいましてありがとうございました。
名北 RC様の益々のご発展と増強活動が進まれることを祈念致しまし
て、 お時間となりましたので卓和を終えさせて頂きます。
ありがとうございました。

理事会報告
第１回理事会 ２０１９年７月２４日
第２回理事会 ２０１９年８月２８日
◆地区補助金事業
９月３日から７日までカンボジアに行きます。
・ ロータリー財団地区から補助金を受領しました。
・ クラブからもカンボジアへ行かれる方に援助金を出します。
◆第 7 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタのチケット購入について
前年同様協賛チケット 2,000 円ずつ購入します。
◆プロジェクト 50 発足について。
会員数 50 名を目指すために 「プロジェクト 50」 を立ち上げました。
◆北 ・ 楠図書館への図書贈呈について。
前年同内容で実施します。
◆北区区民祭り (10/20 日 ) への協賛について。
協賛金、 前年同内容で実施します。

ニコボックス
織田敏之様、 長尾秀義様 ありがとうございます。
梅村美知容さん 本日は地区会員増強委員会委員、 名古屋東
南 RC 織田様、 小牧 RC 長尾様よろしくお願い致します。
【当会にとっては、会員増強は重大な問題です。 本日は、織田様、
長尾様よろしくお願い致します。】
近藤

朗君

塚本

隆君

平子 明資君 玉置 正樹君

尾関實津成君

梅田

篤君

柴山 利彌君 河東 広樹君

梅田

渉君

加藤 昌之君

木村 雅一君 杉浦 定文君

足立陽一郎君

香田 研二君

遠藤 友彦君 梶川 久雄君

尾関 正一君

西脇 良一君

星川 直志君 岩田 滿治君

渡邉 泰彬君

伊藤 晋一君

吉村知紗さん 入江由希子さん

