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四つのテスト ＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～
１．真実かどうか
３．行為と友情を深めるか
２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

■年間活動計画発表

会員増強・新クラブ結成推進月間
＊＊＊

第２３７９回

（２０１７年８月９日）

■例会プログラム

■幹事報告

司
会 ：新垣 真由美
開 会 点 鐘 ：永山会長
ゲストビジター紹介 ：大城 英明
斉
唱 ：奉仕の理想・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：平仲 絢子
ｴｺ思想推進宣言 ：天願 勇
幹 事 報 告 ：茂宮 隆次
委 員 会 報 告 ：天願 勇
活 動 計 画 発 表 ：宮城 富夫、許田 英子
卓
話 ：池田 彩織
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：新垣 義夫
出 席 報 告 ：新垣 義夫
閉 会 点 鐘 ：永山会長

■茂宮幹事

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

平仲絢子会員

☆ゲスト
・遠藤町子様（田中旨夫会員紹介）
★ビジター
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）
・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）

■会長挨拶
■永山会長

例会報告

＊＊＊

１．.2017-18年度は米山奨学生の受け入れはあ
りませんが、近隣の大学に通う奨学生がサポートを
必要とする場合はいつでも協力出来るよう心がけて
いきたいと思います。
２．米山学友や地区委員の方々へ卓話を依頼して米
山奨学事業の意義と理解を広めていくよう努めてま
いります。

【幹事報告】
① 沖縄分区ＩＭ登録のご案内

■ニコニコの趣旨
■池田弁護士の青春時代の西欧世界体験スバラシ
イー！ロータリーの提唱者ポールハリス弁護士も開
業前の青年時代は欧州世界を放浪の旅をしたそうで
す。オリジナルティーを活かした職業奉仕を期待し
てます。（宮城 富夫）
■遠藤様町子さん二宮様ご参加有難うございます。
池田会員卓話有難うございます。困った時には相談
よろしくお願い致します。（我謝八重子）
■二宮さんラジオ沖縄の出演お世話になりました。
池田さん卓話有難う御座居ました。今後の活躍を期
します。遠藤さん御夫妻メークして頂き有難う御座
居ました。（柏田 吉美）
■池田彩織氏の本日の卓話、大変興味深く拝聴しま
した。どうも有難度う御座いました。
（比嘉 盛吉、茂宮 隆次 ）
■沖縄の方言では「ベンゴシ」は「ユンタクー」
（おしゃべり屋さん）のことを意味しています。す
みません。この言葉は現在死語になっているようで
す。（新垣 義夫）

皆さんこんにちは。
本日は池田会員の卓話があります。弁護士の
お仕事のイメージとしてはかなり昔の話です
がテレビドラマで「判決」という弁護士が活
躍するドラマがありました。刑事裁判で無罪
を勝ち取るというドラマ展開でしたが、１時
間で解決する番組なので非常に面白くて弁護
士ってカッコいいな～と思いました。
弁護士の仕事というのは我々一般人には馴染
みのない仕事だと思いますが、実際の弁護士
からどんなお話を聞かせてもらえるのかと楽
しみにしております。どうぞよろしくお願い
致します。

米山奨学委員会 許田英子委員長
副委員長：平安座唯盛 委員：阿嘉よね子

前回累計
¥178,000
¥11,477
¥6,000
¥2,100
第2379回
累
計
¥13,577
¥184,000
《8月ロータリー為替レート ＄１＝￥１11》

ロータリー情報研修委員会 宮城富夫委員長
副委員長：國吉 一人 委員：大城 英明
１．基本方針
誕生から１１２年目となる国際ロータリーの長い歴史
の中でも、昨年から、定款、細則など大きな運用変更が
ありました。これまでの歴史においてもロータリー用語
や手引き書としての「手続き要覧」の理解困難度の高い
習得は、新旧ロータリアン問わず懸念、課題事項となっ
ています。
今年度のＲＩ会長のテーマも「ロータリー：変化をも
たらす」を掲げており、時代の変化ニーズに対応するた
めにもロータリー情報・研修の役割も多く成ってきまし
た。
ロータリー情報・研修委員会では、複雑化・困難度解
消は「Simple is Best」をモットーに、新旧会員が共
有した出発点として先ず、クラブ運営はどうするか、ク
ラブ会長が何をしたいのかの認識醸成する事にしまし
た。
従って、今年度はクラブ・リーダーシップ・プラン
（ＣＬＰ）会長編をテキストとして研修を遂行し、クラ
ブ運営に貢献したいと考えています。

■出席報告

２．活動計画

出席報告
前回
今回
例会NO.
2378
2379
例会日
8月2日
8月9日
会員数
32
32
25
23
出席者数
出席免除者欠席数
3
2
29
30
算定用会員数
出席率
86.21% 76.67%
0
一般会員
1
メーク
アップ
免除会員
0
0
訂正出席者数
24
25
訂正算定分母
29
30
訂正出席率
86.21% 80.00%
【メイクアップ】
8/1帰国後報告会出席：新垣裕輝会員

①ロータリー情報

■例会予定
<本日＞
◆第２３８０回８月１６日（水）
会員卓話：阿嘉よね子会員
演題：子ども達の世界で心豊かに生きる
◆第２３８１回８月２３日（水）
移動例会（社会奉仕活動）
場所：宜野湾市いこいの市民パーク
時間：11：30集合 12：30点鐘
◆第２３８２回８月３０日（水）
夜間例会（ロータリー情報研修卓話）
場所：オーシャンエイト（アロマ２階）
点鐘：19：00
◆第２３８３回９月６日（水） 理事会
卓話：宮城麻里子様（アナウンサー）
演題：未定
◆第２３８４回９月１３日（水）
会員卓話：東恩納弘美会員
◆第２３８５回９月２０日（水）
移動例会（環境保全）道路美化清掃
◆第２３８６回９月２７日（水）
夜間例会（観月会）
場所：オーシャンエイト（アロマ２階）
点鐘：19：00

■地区・他クラブよりお知らせ
●例会休会のお知らせ
・那覇西ロータリークラブ
日時：8月16日（水）
●沖縄分区ＩＭのご案内
日時：10月19日（木）
会場：沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
テーマ：沖縄の貧困問題について～
ロータリーにできる事・するべき事

■年間活動計画発表

8/2

・新入会員への「オリエンテーション」を速やかに
且つ解りやすく実施する。
・クラブＷＥＢを活用した「ロータリアンの手引
書」などの配信を維持する。
・ロータリーの友など「最新情報」や「トピック
ス」を週報に掲載する。
・毎クラブ例会時に「解かりやすい情報研修の提
供」を実施する。
②ロータリー雑学
・ＷＥＢ上での会員職場紹介を充実し、ロータリー
メリットを推進する。
・世界中のロータリークラブの”いろいろ、さまざ
ま”な話題を提供する。
・その他、会員の知りたいロータリー情報を入手す
るお手伝いをする。

友好クラブ委員会 白間弘造委員長
副委員長：宮城 富夫 委員：東江 繁子
◎宜野湾ＲＣの友好クラブである東京東村山
ロータリークラブとの長年の絆を大切にし、
お互いに何らかのきっかけを作り交流を図っ
て行きたい。更にお互いのクラブ創立記念日
に交流を図りたい。
◎我がクラブの国外唯一の友好クラブとし
て、台湾の圓通ロータリークラブとの交流を
さらに進めて行きたい。
今年度第６回日台ロータリー親善会議が2018
年3月1日（木）に台湾・高雄で開催されます
ので、我がクラブからも参加を促したい。

■池田彩織会員卓話

演題：弁護士としての私のスタイル

今日は私の弁護士としてのスタイルという事で
どういう信念を持って、どういう風に弁護士活動
をしているかという風なお話をします。
まず、私の経歴についてお話をします。私は愛
知県名古屋市で生まれまして高校卒業まで名古屋
にいました。名古屋は結構暑い所でして、夏は暑
く、冬は寒いところです。大学は東京の早稲田大
学法学部を卒業し、翌年に司法試験に合格しまし
た。それから約２０年間東京で弁護士として登録
しました。その間留学に行ったりもしました。
2003年から2年間ロンドンに留学
し、イギリスの法律、ＥＵの法律を一通り勉強しました。その他にスイスのお嬢様学校ににプチ留学
したり、フランスのプロパンスにてフランス料理を習いにプチ留学したり、イタリアのフィメンセで
イタリア語とジュエリーのデザインを習いにプチ留学しました。プチ留学の理由とか経験談とかをお
話しすることは又別の機会にお話しさせて頂きます。次に弁護士としての経歴ですが、弁護士になっ
たのは1997年4月でした。最初の事務所はいわゆる会社の顧問弁護士、会社の案件に携わる企業
ホームの弁護人でした。そこで一番最初にやっていたのは、いわゆる知的財産、著作権とか特許、商
標トレードマークというクリエイティブな人達が作ったクリエイティブな権利を守るという仕事を
やってました。このなりたての頃の私は、戦う、喧嘩する、ケンカ早い、相手とやりあうとか割と血
の気の多い弁護士でしたが今はだいぶ丸くなってやさしくなっておりますが（笑）その次に入った事
務所は100人程の弁護士のいる事務所でした。そこは国際的な事柄を扱う事務所で、そこから国際
的な弁護士の仕事に向かって行き、外資系の企業であったり外資系の法律事務所といった所に勤めて
参りました。こういう風に色々な事務所に勤めることにより外資系企業の文化がとても面白くてそれ
に慣れてしまい日本の文化の方を忘れてしまって最近では日本人でもなく外国人でもなくちょっと宇
宙人のような気分になっている所です。さて、私の弁護士スタイルはまず早く解決する。私の扱う案
件と言うのは割と早く解決することが多いです。実は弁護士の世界では、弁護士が付くと案件が長く
なることが多いです。弁護士の中では裁判が好きな弁護士もいますので、裁判で解決しようとすると
非常に長くなるという事が多いです。お客様側からすると裁判なんかせずに早く解決する事を望んで
いますのでそう言ったお客様が私の所に来られていますので早く解決すことを目指しています。私の
スタイルその２、どんな案件か全体像を聞いたら、一番負けてこれくらい、最悪のケースでこれくら
い、一番上手くいってこれくらいですと、大体の幅を伝えます。もちろんやるときは一番いい結果を
目指しますが相手方がいたりすると不確定なところがあるので幅を持たせています。賭けの部分もあ
るけれどその辺を理解した上で結果を目指して進みます。私のスタイルその３。あまりぎゅうぎゅう
詰めに予定を入れないように努力しています。少し余裕を持って、あまり仕事の予定を入れすぎると
仕事をする暇がなくなってしまうし、余裕がないといざ仕事する時にパッと動けないので忙しくしす
ぎないようにしています。スタイルもう一つ。弁護士というのは秘密を守るという事がとても大事な
ことなので、人と話すときに、例えば、どこそこの会社とか、ビール会社とか、アイスクリームの会
社とかと言う風な言い方をしても、あそこの会社だなってわかってしまうかも知れないのでむやみに
言わないようにしています。また「こんな案件がありました」とかどこの誰かがどんな事をしていた
とかこんな仕事をしているとお話は一杯ありますが、これは言えない所です。以上です。ご清聴あり
がとうございました。

お詫び
友好クラブ委員会の活動計画発表は次回に掲載いた
します。

職業宣言

４．事業の経営に最善を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

２０１７年８月１６日（第２３８０回）

２０１７－１８年度

国際ロータリー会⻑テーマ

「MAKING A DIFFRENCE」

クラブテーマ：変化をもたらす
例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121
会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30
幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ
会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

