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結婚記念日

該当者なし

1 本日は専門の法の話をして

みたいと思います。「最近の若

者はなっていないJと いうセ

リフは古代エジプ トの洞窟の

壁に書いてあつた言葉です。

最近の若い弁護士さんに対し

ても同じようなことを言 |ヽ た

2月 5日  異文化バ,こケタ、マツクリスティうさんをお招きして
「世界の子どもたち」というテマでお話をしていただきまし

た.XO法人 「アンアの女 l■ と子どもわトワクJに よる活動の一

環として

'イ

の山岳民族の教育支援を行なつた際の経験談や

国連ハと,ッ トの活動としてビクリア湖の近くの村に貯水タンクを作

つたお話等を画像も交えながら聞かせていただきました。

マリさんのやっておられることは まさに国際奉仕活動そ

のものであり「人のために役に立ちたい」と,い から願つてお

られるマリさんのお人柄が聞いている私たちにも強く伝わ

つてきて非常に意義深い来賓卓話となりました。

第 2719回例会

《司 会》  相原 雄治 君

《合 唱≫  「我等の生業」

《BCM》  「G psy Kings VOLARE」

≪グス ト≫  なし

《ビジター》 なし

《本 日のお祝い≫

お誕生 日

該 当者 な し

く会長挨拶要旨》

法の世界について

くなるときがあります。

この頃 若い弁護士さんが法について形式論理のみにお

ける帰結をもつて、法の正義の実現と考える傾向があるよ

うに思われます。「工解はこうだJと 主張をして議らない

のです。反対の意見や考え方にも理解を示したうえで ,
に起こつている紛争の総合的な解決を図ろうとする努力

の手を抜いているような気がしてなりません。これはどう

も、最近の法学教育や社会の在り方に問題があるように思

われます。

2「最近の若者は」とい う言葉を使わせていただければ

最近の若者は問題解決のための質P・3をすると「結局正しい

答えはどれですか。Jと 返つてくることが多くなつていま

す。法律の世界でも数学の答えのように 1+1‐ 2を 求め

素早く その「2」 である答えを見つけてエネルギーの無

駄を省くことを良しとする風潮が強くなつています。

平成 27年 6月 11日 天候 曇

そのため司法試験や公務員の受験勉強の世界では 今で

は一般化し標準化された
'正

解Jと 呼ばれる答えを記述し

た安直な本が多く出版され それらの安直本を効率よく素

早く覚え込んだ人間だけが高い点数を取るような世界に

なってしまっています.

3法律の世界では何が絶対的に正しいということはありま

せん。考えた結論がどれだけ多くの人の納得を得られるか

どういう形で反対の人を説得できるかということが大切

なことです。そのために思索し悩み思考する訂1練をするこ

とが法律を学ぶということであつて 数学的正解を見つけ

る作業が法律の世界ではないのです。

論理的な思考が大切ですが、形式論理だけではなく、そ

の背後に人間性を洞察する力をもつた論理性です。

4 つまり法は思索し思考のための学問であつて「たった一

つのJ正解を見つけるための学問ではないのです。それが

今の法律学の中では失われているような気がします。

思考し、悩み 答えを見つけようとする過程にこそが

法律学の肝の部分があつて 出された結論はその一応の結

果に過ぎないものです。

法の目的は問題状況の解決にありますが、現代社会の

中で、その解決に至る思索の過程が軽んじられている気が

してならないのです。それは法以外の他の分野においても

同様で 人生には正解などないのに 私たちは 効率を求

め すぐ正解を欲しがります.急 ぐことなどないのに 生

きている今こそが人生そのものなのにと思います.

《委員長 リーダー期末報告》

国際奉仕グループ リーダー 鈴木 洋一 君
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2014年 9月 4日 の例会に
'PO法

人浜松子供とメテ・ィア

'テ

ラン
ー研究所J理事長 長澤弘子様をお迎えして「スマホ時代に求め

られる,テ
・

ィアリテラシーJと 題して卓話をいただきました。メティア

リテランーとは情報を読み取る力といわれ、この力が今子供だけ

でなく私たち大人にも求められているというお話はとても

説得力がありました。

二つ目は 2015年 5月 16日 (■)・ 17日 (日 )ホテ″ンチュ,―静岡

において第 20回 国際●タリー日本青少年交換研究会 富士の

国会議に高口さんと,1崎 さんにご協力いただき参カロしまし

た。青少年交換フ・ ク
｀
ラムのヨ状と今後の課題につき 8分科会

で熱心な意見交換がおこなわれました。

新世代グループ リーダー 大村 幸代 君

会員増強グループ リーダー ■日 直弘 君

会員選考グループ リーター 官川

'巴

 君

職葉分類グループ リーダー 高口 雅司 君

本年度は特に新規の職業種はなく、特に職業分類表の見直

内容としては「会長挨拶J「 卓話など例会内の内容J「スマイル

報告」「出席報告J時折 「くらく会の俳句 第一席報告」な

どを掲載させていただいております。卓話とかお話いただく

内容に関しては、できるだけ正確に記録に残せるようにして

いくためできる限り原稿をいただければとお願いをさせて

いただき、皆様にご協力いただきありがとうございました。

ロータリー情報グルーブ リーダー   高柳 正雄 君

メインの業務は新会員に向けた,タ リに関する知識 と情報の

伝達ですが 今年度は,タリー情報委員会を上半期に 5回、下

半期に 2回開催し、それぞれ 7名 3名 の新会員の皆さんを

迎えることが出来ました。入会後の支援についても 親睦グ

ループのご協力を得て、上半期 下半期それぞれ 1回の新入

会員を囲む会を開催しております。

前年期末 6月 に9名 の退会者があり期首ていきなり49名

でのスタートとなりました、昨年 7月 3日 の例会での計画発表で

まずは予算で計画した 56名 を目指し上半期で 5名 の入会者

があり 54名 まで増えたが下半期では 4名 の退会者があり

入会者が 3名 ありましたものの結果、修正した目標をわずか

に達成できなかつた。ク・″フとしての具体的な取り組みがは

とんど実夕できず努力不足を反省 しております。

ホヽ ヘ ンの職業分類襴の更新を行いました。会報誌の場載

をしました。活動報告 イヘ・ント写真等の更新をしました。イン

タ″ティミティンク報告書 写真等の掲載をしました。|―夕,一文庫

の掲載をしました。

《スマイル報告 》

山下勝央 君  約一年半にわたる力・ハ・ナー補佐事務局のお

長島 秀親 君

クラフ定款 細則に定められた会員資格を条件として、本午

度入会者 8名 の新会員の選考を作つていただきました。

IT権遣グループ リーダー

上国直弘 君

つとめも、いよいよ終わりとなります。

白禾1カ
・ハ・ナー補佐を始めとしまして東,ウリ

ークラフ・の皆様に心から感謝申し上げます。

とても晴ればれとした気分です !

会貝増強ク・ルフの上国です。本日、期末

報告をさせていただきましたが、当初目

標を達成できず、具体的な取りlllみ も実

夕できず、おわびするとともに新会員を

推薦いただいた会員の皆様に感謝してスマ

イルいたします。

今週末楽しみにしていたコンサートが名古屋

で開催されます。体調整えて週末に備え

ます。

また欠席が続いてしまいました。その私

が来期は出席係。あらかじめおわびして

スマイルします。

腰痛をわずらい半年間コ・ルフをやめていま

したが、昨日 無事完走しました。皆さん

健康が一番です。」・ルフができたことに感

謝してスマイルします。

誕生日のお祝いを有難 うございました。

単身赴任をしていると祝つて頂けるのは

この,タリーだけです。感謝 してスマイルしま

す。

結婚記念のお花、ありがとうございまし

た。家内も大変喜んでおりました。よう

やく 20年、まだまだ 20年.先輩方を見

習って、うまくやっていきます。

しは行わなかつた。

クラブ広報委員会 委員長 望月 康弘 君

今年4月 18日 の地区研修 協議会の折 ぜひ RIの 「My

RotaryJに登録 してほしいという話がありました。今後,タ

リアンにとって不可欠なオンラインシステムです。「My RotaryJに 登録す

ると RIのトムヘーンから,―タリーの活動に必要な情報が臨時得

られます。また補助金申請のためのツル、各種手続きに必要

な書式、資料などが一括してまとめてあり、●タリについて

学習するラニンクセンターもあります。スマホの方は google co jp

にアクセスするとCmailのアトレスがあればそのまま、なければ三

本線のアイコンなどから Cmailを 選択して個人のメルアトレスを作

り そのアト・レスを使つて My Rotaryヘアカウン畦 録ができます。

まだ登録をされていない方は、登録方法を説明した手引きを

事務局に用意しましたので参考にしてください。

浅野裕史 君

鈴木洋一 君

氣谷雄太郎君

広報グルーブ リーダー 古橋 Hl俊 様

大角晋朗 君

鈴木 寿人 君 小山宏之 君

,タツクラフ及び当クラフの活動を広く地域社会に周知を図る

ため静岡新聞、テレヒ・静岡、リヒ・ンク静岡に取材依頼し、インターシ

ティミラィンク・、浅畑川清掃活動、南部特月1支援学校訪F.3の記事

を載せて頂きました。

クラフ会議グループ リーダー

クラフ・会報クルーフ |ま毎回の例会の会報を当番制で作成させ

ていただいているク・ルフです。メンハ・―は多賀会員、浅野会員

小山会員、長島会員、私の 5名 で当初スタートし、期中で新入会

員の新井会員、氣谷会員 鳥屋原会員にも加わっていただき

8名 で活動してまいりました.4月 に多賀会員が人事異動に

て退会されました。今年度は 7月 3日 の第 2674回例会から

6月 25曰 予定の夜間例会第 2721回まで当番表を事前に作

成 共有し、無事 47回の会報を作成配布させていただく予

定です。活動方針は「例会にて 報告 実施した内容を整理

し記録に残し、会員の情報源となるよう工夫するJこ とで会

員FFQの情報共有につながればとのことですすめ、また会報の

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席串

6/11 51(49) 9

6/4 51(う 0) 37 13

5/28 50(48) 37 11 7 4 91 07%


