4４期【No.25】第 2104 回例会
月間です
（過去 3 回の修正出席率

2017/2/23
1/12：100％

1/26：100％

2/2：100％）

【本日の卓話】 「ふるさとを守れ！ぼくたち・わたしたちの形埜」 岡崎市立形埜小学校の皆さん
２月は平和と紛争予防/紛争解決月間（2/23 ロータリー創立記念日･世界理解と平和の日）です

【前回の会長挨拶】
立春を過ぎてから日本海側を中心に大雪が降りました。そのタイミングでご紹介しようと
思っていた詩があります。三好達治 の「雪」です。
「太朗を眠らせ、太朗の屋根にゆきふりつむ。次郎を眠らせ、次郎の屋根にゆきふりつむ。」
作者の三好達治は 1900 年生まれですので 100 年くらい前に書かれたものです。
この詩、は詩集「測量船」に収められていて国語の授業などで目にしている方も多いと思
います。たった二行のやさしい言葉でつづられた詩ですが不思議と情景が目に浮かびます。
この詩について詩人の高田敏子さんは次のように解釈しています。詩人の心はその感動を受け止めたところから
さらに伸びて、見えない部分まで見る、思うことで美しい詩となったのです。「あの家の中では、今頃母親が子
供を眠らせているのではないだろうか」「子供が寝入った後、母親はほっとして縫い物を広げているのではない
だろうか」このように家の中の様子を思うことで「太朗を眠らせ」「次郎を眠らせ」という言葉が生まれたので
しょう。この様に作者の三好達治は雪景色に点在する屋根を見て、目には見えない家の中の様子を思いやること
によって、この詩を生み出したのかもしれません。だから私たちも、この詩を見ているだけで、そこには書かれ
ていないものまで想像してしまう。作者の想像力によってつくられた詩に読者がさらに想像力をもって答えてい
く。そこに詩の良さがあるのです。
少し話は変わりますが、グラフィックデザイナーの原研哉さんもこれに近いことを言っています。無印良品の
アートディレクションを担当している方です。
「空っぽ」という概念についてです。
「人と意思の疎通を行う時に
は、一方的に情報を投げかけるのではなく、むしろ相手のイメージを受け入れる方が有効である場合が多い。
つまりいかに多く説得したかではなく、いかに多く聞けたかが、コミュニケーションの質を左右する。だから人々
は、歴史の中では時に意図的に空っぽの器のようなものを作って、コミュニケーションを図ってきた。
たとえば、日の丸や十字架などの簡潔きわまりないシンボルは、何かの意味を担う限定的な記号というよりも、
それに触れた人々が生み出す多様なイメージの全てを引き受け、受容する大きな空っぽの器のようなものだ。
巨大な墳墓や教会などの空間、あるいは茶室や庭なども、そういうもののひとつである。」
レベルはあまりにも違いますが同じフィールドで仕事をしているつもりですのでご紹介させて頂きました。

【前回の卓話】

「

新春年男放談

」

加藤 和志 君

安井 健次

君

【加藤和志君】
新春年男放談ということで卓話の時間を頂きましたが、今私は、大変緊張しております。子供の時には、重
度のあがり症でありました。だから人前で話すことなど考えられない状況でした。この性格を直してくれたの
が、小学校 5 年 6 年の担任でした。先生は、私に学芸会で「こきりこ節」を謳うことを任せてくれました。私
なりに精いっぱい練習して完璧な出来だと思いました。2 番は、
クラスで人気者の優秀な子が謳うことになっていました。ところ
がその子は、2 番を謳うことができずに詰まってしまいました。
彼には申し訳ないが、
・・・実は、私が２番を謳ってしまい詰ま
ってしまったそうです。私はまったく気付いておらず、悪いこと
をしたなと反省しました。それでもまだ、こうして皆さんの前に
立つと緊張します。
中学生時代には、成長期と反抗期を迎え成績はがた落ちでし
た。中学 2 年の時進路指導の先生に、落ち込むほどのきつい指
導を受けました。落ちこぼれと言われた私は、一念発起し毎日勉
強して希望の高校に入学することができました。私を積極的にしていただいた恩師に感謝をしております。
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高校時代、そして学生時代と多くの友人に恵まれ何不自由なく過ごしてきました。その後、父の会社に入り
働き始めた 25 歳の時に事故にあいました。その事故のことを思い出すと今でも涙が出てきます。それ以来 30
歳まで家に引きこもるようになりました。こんな私を変えてくれたのが妻でした。本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
父である加藤清一もこのクラブでお世話になりました。岡崎東ロータリークラブにお誘いいただき入会でき
たことに感謝しています。ロータリーのことが少しずつ理解でき、多くの同僚や尊敬できる先輩にお会いでき
ることが楽しみになっています。これからもロータリアンとして恥ずかしくないように精進してまいりたいと
思います。どうか皆さんのご協力をお願いします。
【安井健次君】
私は、昭和 44 年 12 月 26 日生まれです。大学卒業後司法書士を目指し、当クラブの山内隆一先生のご紹介で
某事務所に入所しました。
平成 13 年 3 月に司法書士登録をして業務を始めました。翌年行政書
士登録をして事務所を開業することになりました。平成１６年１月には
河原町に事務所兼住宅を新築することができました。この年３月に司法
書士の認定資格を取りました。
認定司法書士制度とは、簡易裁判所管轄の民事事件で、弁護士と同様
に代理人を務めることができる制度です。これまで司法書士は、代書屋
と呼ばれており法務局へ書類の代理提出が業務のほとんどでした。平成
１４年の司法書士法の改正により、司法書士のうち、所定の研修を修了
し、簡易裁判訴訟代理能力認定考査に合格した認定司法書士は、通常の
司法書士業務に加えて、簡易裁判所において、請求額が 140 万円までの
民事事件について、民事訴訟の代理人を務めることができるようになりました。
時を同じくして消費者金融に対する過払い事件が最盛期となっていました。しかし平成 18 年 1 月最高裁に
よる「みなし弁済シティズ判決」により、実質上みなし弁済が認められなくなりました。これまで、貸金業の
金利は法律によって規制され、利息制限法と出資法の２つで、それぞれ異なる利率を上限にしていました。出
資法では、利率は 29.2％までと規定。一方利息制限法では
元本額に応じて、15％から 20％までと規定されています。
この間の利率は、通常グレーゾーンと呼ばれており、合法
なのか違法なのか微妙な利率でありました。
みなし弁済が適用されない場合、利息制限法の上限利率
に従って計算をし直すと、すでに残債務がなくなって完済
しているような場合、既に完済しているにも関わらず、支
払いを続けていることになります。その払いすぎたお金を
「過払い金」と呼びます。こうして、認定司法書士制度を
利用した過払い金請求が進められました。当事務所も、過
払い金返還請求業務を始め、依頼者は増えていきました。
過払いバブルとも呼ばれ、認定司法書士会において過払い金返還請求が盛んになりました。司法書士の過払い
請求は副収入であり、登記業務が第一であると心得ています。
平成 21 年 1 月司法書士西三河支部の新年会の折に、お世話になっている山内隆一先生から入会のお話を頂
きました。あまり悩むことなく軽い気持ちで、この年の 7 月に入会させていただきました。頼りになる先輩方
と、個性豊かな同年代と共に有意義な活動をさせていただいています。次年度は、幹事として会長の指示に沿
いながらクラブ運営に邁進したいと思います。

卓話者：加藤和志君/安井健次君

卓話：加藤和志君

卓話： 安井健次君

ようこそ！本日のビジター

・花見親睦夜間例会予算の件：承認
・日本のロータリー100 周年委員会運営協力金の件：
￥200/人拠出 承認

幹事報告(酒井賢君)
■ 2/9

定例理事会報告
・新春親睦夜間例会決算の件：承認
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■ 2/21(火)13 時～2017-18 年度ロータリー財団補助

金管理セミナーが開催され、生駒会長エレクト･安井副
幹事･野村Ｒ財団監査委員に出席していただきます。
■ 岡崎ＲＣより例会場変更及び事務局移転のお知らせで
す。例会場は４/５(水)～岡崎市竜美丘会館/移転先は明
和荘 102 号です。メークアップの際はご注意ください。
■ 正調岡崎五万石を広める会 年度初め式のご案内が届
いています。4/8(土)17 時竜美丘会館で開催されます。
■ 本日例会終了後に第５回クラブアッセンブリーが４階
末広にて開催されます。出席対象者の方は計画書をご
持参の上、出席をお願いいたします。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 97.92%(欠席 1 名)
前々回(1/26)修正出席率 100％(欠席 0 名)
親睦委員会) 13 クラブ懇善スポーツ大会のご案内

ニコボックス委員会
 小林清文君










お願いします。
酒井賢君
本日の第５回クラブアッセンブリー出席
対象者の方、宜しくお願いします。
生駒尚久君 先週八神純子のコンサートに行ってきま
した。大変良かったです。
安井健次君 本日卓話させて頂きます
加藤和志君 本日卓話をさせて頂きます。私の持ち時
間は私語居眠り自由ですのでおくつろぎ下さい。
新浪勝也君 ３週間ぶりのロータリーです。公私共に
胃がキリキリする日々でした。
岩崎靖彦君 インフルエンザから復帰しました。まい
りました。
三城偉央君 加藤さん、安井さん、本日の卓話楽しみ
にしております。
草野信隆君･長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力させて
頂きます。

年男放談、加藤さん、安井さん、宜しく

３月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

3/2(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「全員協議会」

3/9(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「スポーツバイシクルの可能性」シドニー五輪代表 鈴木雷太様

3/16(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

3/23(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ゲンジボタル保護育成活動報告」岡崎市立河合中学校の皆様
3/30(木)18:00～

龍城神社 斎館

「花見親睦夜間例会」

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

2 月 24 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

2 月 24 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

2 月 27 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

2 月 28 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

3 月 7 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

3 月 7 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

3 月 14 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

3 月 17 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

3 月 23 日（木）

豊田

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

3 月 27 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

【岡崎 RC】例会場変更・事務局移転のお知らせ
[例会場 4 月 5 日(水)より]
岡崎市東明大寺町 5 番地 1
岡崎市竜美丘会館
[事務局移転先]
〒444-0863 岡崎市東明大寺町 16 番地 2 明和荘 2 102 号
TEL（0564）22-0088 FAX (0564) 22-0188

同好会便り
同好会
あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日

場所

内容

3 月 17 日（金） ザ・トラディション GC
3 月９日（木）

チャーム

定例会
定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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