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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は、大阪北RCの清水様をお迎えしておりま

す。ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりお

過ごしください。 

さて、阪神淡路大震災の遺児である小島汀さん

が震災翌日の深夜に放映された震災特集の番組に

出ていました。現在23歳の彼女は関西大学の4回

生(1年間海外で勉強するため大学を休学していた

ので現在4回生です)、大学で防災対策等を学んで

いるそうですが、番組では、彼女の母校である舞

子高校の環境防災科の学生たちの活動を紹介する

中のシンポジウムで講演していました。 

震災でお父さんを失ったことは大変悲しかった

けれど、多くの人から支援を受けて現在の自分が

あり大変感謝していると発言しておられました。

思えば当時4歳の彼女がお母さん似の23歳の女性

に成長した姿を見て、我クラブが行ってきた震災

遺児支援が生きていると感じました。 

来週は、28日水曜日に6組会長幹事会である睦

輪会に大本幹事とともに出席してきます。また、

31日土曜日は親睦家族旅行ですが灘黒岩水仙郷

の500万本のスイセンが見ごろを迎えているそう

です。楽しみにしています。 

1 本日例会終了後、13：40よりクラブ協議会開催

です。会場は｢撫子の間｣です。 

2 会費納入お済みで無い会員の方、今月末の期日

迄のお振込お願い致します。 

2015 年 2 月 6 日(金)例会終了後 13 時 40 分より

22F「ペガサスの間」にてノミニー理事会を開催

いたします。次年度理事・役員の皆様はご出席を

お願い申し上げます。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    
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2015 年 1 月 30 日 第 1528 回例会 
ロータリー理解推進月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次◎次◎次◎次週週週週((((2222 月月月月 6666 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム((((国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕についてについてについてについて｣｣｣｣    

三木三木三木三木    元昭委員長元昭委員長元昭委員長元昭委員長    

･ノミニー理事会･ノミニー理事会･ノミニー理事会･ノミニー理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「デュエットデュエットデュエットデュエット」」」」    

――――    幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢みかんの花咲く丘みかんの花咲く丘みかんの花咲く丘みかんの花咲く丘｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ウィメノミクスウィメノミクスウィメノミクスウィメノミクス    ビジネスライフビジネスライフビジネスライフビジネスライフ｣｣｣｣    

にちほクラウド電力株式会社にちほクラウド電力株式会社にちほクラウド電力株式会社にちほクラウド電力株式会社    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    鈴木あかり鈴木あかり鈴木あかり鈴木あかり氏氏氏氏    

((((木村木村木村木村    節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「花の歌花の歌花の歌花の歌」」」」    

1111 月月月月 30303030 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
カボチャのスープカボチャのスープカボチャのスープカボチャのスープ    

牛舌の煮込み牛舌の煮込み牛舌の煮込み牛舌の煮込み    マッシュポテトを添えてマッシュポテトを添えてマッシュポテトを添えてマッシュポテトを添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

チョコレートとオレンジのシャーベットチョコレートとオレンジのシャーベットチョコレートとオレンジのシャーベットチョコレートとオレンジのシャーベット    

金柑のコンポートと共に金柑のコンポートと共に金柑のコンポートと共に金柑のコンポートと共に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

日 時：2015年 1月 23日(金) 

審議議案： 

1．青少年奉仕委員会よりボランティアを励ます会

の会場を別紙の通り大阪市西区｢スティング｣

にて開催する旨、承認。 

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



福井・・・欠席したらダメです。 

金髙・・・本日の卓話よろしくお願いします。先

週まで卓話者であることを忘れていま

した。 

鹿野・・・卓話楽しみにしています。 

木村・・・遅きながら｢明けましておめでとうござ

います｣ 

小林・・・欠席のおわび。 

中村(匡)・なに事も無く平和です。 

大蔭・・・南淡路へのバスツアー楽しみにしていま

す。 

大本・・・会長、卓話楽しみです！本日のクラブ協

議会、みなさまよろしくお願いします！ 

瀬尾・・・特にありませんが。 

曽我部・・来週欠席のお詫び。 

｢｢｢｢刑事弁護について刑事弁護について刑事弁護について刑事弁護について｣｣｣｣    

金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸 

本日付で金髙雅仁氏が警察庁長官に就任されま

した。金髙という全国的に珍しい姓の雅仁氏が全

国26万人の警察官のトップに就任され、親戚が出

世したことのように個人的には大変うれしく感じ

ています。彼は刑事畑(捜査2課)の経歴が長く、重

大事件の指揮もしてきたとのことで、長官として、

今後の活躍を期待しています。 

彼の華々しい人生と比べ、私は個人事務所の弁

・・・・青少年青少年青少年青少年奉仕奉仕奉仕奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

・2015年 2月 20日(金)に大手前整肢学園｢ボラン

ティアを励ます会｣事業を実施致します。場所に

つきましては、改めてご案内致します。日頃ボ

ランティア活動を頑張っている学生たちを慰労

するため、多くの会員様のご参加をお願い申し

上げます。 

・地区より、2014-15 年度第 2 回ロータリーファ

ミリー合同地区献血開催の案内がございまし

た。2015年 2月 15日に 4カ所同時に行われま

す。詳細は次週ポスティング致します。今回は、

青少年交換留学生の皆さんも参加致します。PR

活動や献血に是非ご協力ください。宜しくお願

い致します。 

護士として32年間、民事事件(民事事件といっても

多種多様で労働、家事、商事等何でもあります)

を中心にそれぞれ手作業で地味な弁護士人生を送

ってまいりました。このように、受任事件は殆ど

が一般民事なのですが、弁護士になる前に一つだ

け決めたことがあります。弁護士である限り数は

少なくとも常に刑事事件を受任して弁護活動をし

ていくということです。 

刑事事件の弁護は、逮捕等の強制捜査を受け、

また、マスコミ報道等で犯罪者のレッテルを貼ら

れ打ちひしがれた状態にある被疑者、被告人に寄

り添って、警察や検察庁、時には裁判所とも対峙

し戦っていかなければならないしんどい作業で

す。それ相応の覚悟が必要ですが、これを嫌って

刑事事件は一切受けないという弁護士も多いので

す。 

その中で、私は刑事事件こそ弁護士の仕事の原

点と心得てこれまで刑事当番担当者に登録するな

どして刑事弁護を継続してやってきました。昨年

は会長就任直前に無罪判決を立て続けに2件獲得

することもできました。 

もう一人の金髙氏の率いる警察組織等と対峙し

て戦う事態が今後発生するかもしれませんが、弁

護士を続けていく限りは誠実に刑事弁護活動をし

ていこうと思っています。 

ところで、我が国の刑事裁判の有罪率は99.9

パーセント、勾留決定定率も99パーセントと言わ

れています。逮捕されたら1パーセント弱を除き

当然のように10日間の勾留決定がなされ(延長さ

れたら更に10日間身柄拘束が継続されます)、検

察官に起訴された場合には1000件に1件のみが

無罪ということですが、いかに裁判官が優秀であ

っても尋常な数値とは言えないと思います。検察

官が優秀で起訴裁量と起訴独占の制度の中で起

訴すべき事件を厳選したとしてもです。 

ましてや、近時明らかとなった大阪地検や東京

地検の両特捜部検事の証拠偽造事件を見ると空

恐ろしい異常な事態と言わざるを得ないと思い

ます。 

日本の司法は、これまで人質司法(否認したら

保釈されず長く代用監獄等に身柄を拘束される

等)、自白の偏重の調書裁判といわれ、無罪の推

定があるのにもかかわらず現実には逆の運用が

なされてきたと思います。 

戦前、司法省の下に検察と裁判所がおかれ人事

を握る検察官僚がトップを占めてきましたが、こ

の戦前の精神構造が残っていて、裁判官の有罪判
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――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



決へのモチベーションがあるのかとさえ思うこ

ともあります。更に、日本社会では逮捕されると

社会的に犯罪者の烙印が押され企業や共同体か

ら放逐されるのが現実だと思います。 

このような巨大な司法制度と社会環境の中で、

刑事弁護に携わる弁護士は針の穴に糸を通すよ

うな不毛の作業をしているというのが実感です。 

今日は2件の無罪判決のうち、殺人未遂被告事件

についての裁判員裁判ではなく職業裁判官により

言い渡された強制わいせつ事件の無罪判決を取り

上げてお話しさせてもらいますが、だれでも巻き

込まれる可能性があるという意味で興味深い事例

だと思います。 

一昨年7月はじめ、当日は当番弁護士として派遣

されて近隣の警察署に接見に出向き警察の接見室

で始めて依頼者と会い、事件について話を聞きま

した。逮捕状に記載された事案は、その10か月前、

この近くの繁華街のカラオケボックスのトイレで

依頼者が無理やり少女の胸を触る等のわいせつ行

為をしたという強制わいせつの事実でした。 

本人の話しでは、当日、同僚と2人で飲んで居酒

屋で会計を済まそうとしていたところ2人組の少

女に声をかけられ、一緒に酒を飲んだ後カラオケ

で歌を歌った、その後、少女らからお金をせびら

れそうになりお説教しただけだ、ということでし

た。依頼者の話に嘘はなさそうでしたが、突然の

逮捕と引き続きなされた刑事の厳しい調べに憔悴

しきっているようで心配でしたので励まして帰っ

てきました。 

その後、職場の確保をするため上司に事情説明

をし、遠方に住む妻(依頼者は単身赴任中でした)

との連絡、現場に居合わせた同僚との打ち合わせ

等を順次行い、また、できるだけ頻繁に面会して

依頼者のメンタルケアをして絶望から警察の手に

落ち虚偽自白をしないように励まし続けました。

不当な取り調べの手法(弁護士の悪口や脅し、取引

等)については警察に警告書を送付する等してけ

ん制しました。更に、早い段階でできるだけ証拠

を集めて保全しました。 

そして、当初は嫌疑不十分として不起訴を狙い

不当な勾留が継続されないように努力しました。

身体拘束からの解放活動としては勾留理由開示請

求、勾留取消請求等をし、起訴されてからは数次

にわたる保釈申請、保釈却下決定に対する準抗告

等の申し立てをして執拗に努力し、ようやく保釈

許可決定が出ました。許可決定に対しては検察が

準抗告をして抵抗しましたが、これが退けられ、

ようやく依頼者の身柄解放にこぎつけることがで

きました。人質司法からの依頼者奪還です。 

そして、公判段階(裁判の過程)でも大変な苦労

がありました。検察官は防犯カメラ画像と被害者

らの供述を有罪の根拠としてあげましたが、弁護

人としても任意の証拠開示により飲食店のジャー

ナルや防犯カメラ映像、カラオケの配信記録を取

得し提出しました。 

そして、カメラ画像と少女が提出していた着衣

の齟齬を発見し、この点を追及しました。また、

供述調書と公判供述の犯行態様が変遷しているこ

とについても追及しました。そして、半年以上に

わたる審理を経てようやく無罪判決を獲得するこ

とができたのです。 

この事件は、捜査機関が着衣の齟齬を看過した

こと、依頼者が誠実かつ優秀だったこと、家族と

勤務先の支援、裁判官の資質(誠実な人でした)、

被害者とされた少女及びその関係者の顕著な悪質

性(現在は美人局的な行動と理解しています)があ

ってようやく勝利することができたのです。 

最近の司法改革により採用された裁判員裁判の

制度と検察審査会の 2 度の起訴決定による強制起

訴の制度があり、無罪率も高くなっていく傾向に

あると思いますが、弁護人に対する懲戒請求を煽

る自治体のトップの発言にみられる無理解が社会

に残っている中で、今までの信念を曲げることな

くコツコツとやっていこうと考える今日この頃で

す。    

｢｢｢｢クラブソングクラブソングクラブソングクラブソング『『『『和気あいあい多士さいさい和気あいあい多士さいさい和気あいあい多士さいさい和気あいあい多士さいさい』｣』｣』｣』｣    

東京中央ロータリークラブ東京中央ロータリークラブ東京中央ロータリークラブ東京中央ロータリークラブ    武笠武笠武笠武笠    和夫氏和夫氏和夫氏和夫氏    

((((第第第第 2750275027502750 地区地区地区地区    東京都東京都東京都東京都    教育研究教育研究教育研究教育研究))))    

 東京中央ロータリークラブ(RC)が 2 年前、2 曲

目となるクラブソングを公募し、クラブのモット

ー｢和気あいあい 多士さいさい｣をタイトルにし

て私の詞が選ばれた。現在、この詞に当時会員だ

った島谷恵介元会員が曲をつけて CD 化され、ク

ラブソングとして浸透し始めてきた。ソングリー

ダーの集まりで、美声を誇る“東京中央ロータリ

ークラブ男性合唱団”がにわかに組織され、例会

時に、クラブのモットーである｢和気あいあい 多

士さいさい｣の神髄が歌声でこだましている。 

 私もソングリーダーとして末席を汚すが、作詞

家として貢献できたと自負する。日本作詩家協会

のメンバーでもあり、毎年刊行される詩謡集『き

ょうの詩あしたの詩』の執筆者の一員であるが、

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 1111 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 



 国内ビジター 1名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 

<1 月 23 日の出席率 76.47％>  

Make up を含む 12/19 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・1111 月月月月 31313131 日日日日((((土土土土))))        7777：：：：33330000 出発出発出発出発    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

南淡路日帰りバスツアー 

   (帝国ホテル 1 階集合) 

・・・・2222 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：40404040～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・2222 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    

歴代会長・幹事会 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：45454545～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ボランティアを励ます会 

   (スティング) 

・・・・3333 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 32周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・3333 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

ロータリアンであるおかげで、同協会の当時会長

であった星野哲郎さん(東京小金井 RC、1925‐

2010)とは箱根や熱海での研修旅行会などで懇意

にさせていただいた。また 10 年ほど前に東京町

田サルビア RC で｢作詩の仕方について｣と題して

卓話もさせていただいた。 

 9 世紀のドイツの詩人で作家のハンス・カロッ

サは、｢人生とは巡り合いである。その巡り合いに

は一定の限られた人しか招かれていない｣と述べ

る。巡り合う人たちから影響を受けて、自分の人

生をつくりあげる。ロータリーの活動も同様で、

多様性、国際性に満ち、高い道徳水準、他者への

思いやりなど多岐にわたり、人生の大先輩から学

ぶべきことも多い。 

 現在、作詩活動を通して音楽芸術の向上と普及

を図り、日本歌曲として｢北の大地｣や｢光の中へ｣、

｢愛の音色｣などを作詞、日本文化の発展に寄与し

たいと考えている。言葉には魂が宿ると言われる。

豊かな言葉で、豊かな言葉で、豊かな思考をし、

豊かな言葉を発することで、人と人とがよい関係

を築ける。歌にもその価値と魅力があり、歌唱を

通して活力と潤いを醸成できる。 

 フランスの作家・思想家のジャン・ジャック・

ルソーは、｢生きるとは呼吸することではない。行

動することだ｣と述べるように勇気を振り絞り行

動を起こすことが必要だ。 

 校歌や社歌が活力、潤い、帰属意識を生みだす

ように、クラブソングにも一つの集団としてまと

まりを得る不思議な魔法の力がある。今年度、当

クラブが掲げる｢ひとつ心に、楽しく、ともにやり

ましょう｣を合言葉に、｢ロータリーに輝きを｣醸し

出すためにもクラブソングを高らかに歌唱してい

きたい。 

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

1月 28日水曜、阪急インターナショナルホテル

にて大阪東淀ちゃやまち RC のホストによって第

4回睦輪会が開催されました。 

戸田ガバナー補佐の挨拶、そしてしばしの歓談

後、今年度後期活動について出席クラブの会長が

抱負を述べられました。増強活動が奏功している、

会員の高齢化に直面しているなど様々です。 

我らが大手前金髙会長は当クラブの会員増強の

奮闘ぶりや汀さん、石巻の心温まるエピソードや

地区交換留学生マルユッカさんの真摯な学業への

取り組みと日台両国間の友好に於いての貢献ぶり

に大変誇らしげ

にお話されてる

のが印象的でし

た！ 

又、会長は今年

度のクラブの運

営状況について

触れ、各委員長の

手腕そして会員

――――    IMIMIMIM6666 組第組第組第組第 4444 回睦輪会報告回睦輪会報告回睦輪会報告回睦輪会報告    ――――    

の強力の賜物である点も強調されてました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2222 月月月月 6666 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


