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本日の行事予定 (2014 年 8 月 22 日) 

第 2981 回 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：演芸プランナー 

 経大亭勝笑氏 

演  題：「Live in Wool会館 vol.3」 

 
先回の記録（例会） 

第 2980 回 ’14 年 8 月 8 日（金）晴れ  

卓話担当：杦田勝彦君 

演   題：「弁護士の仕事」 

ストレッチ体操 猪飼充利君 
ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー  片岡鉄君 
ビ ジ タ ー 鎌田芳彰君（一宮ＲＣ） 
       伊藤光治君（一宮ＲＣ） 
会 員 総 数  66名    7月 18日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  75.76％  訂 正出席 率  100％ 
超 過 出 席 加藤則之君、幅辰雄君、寺島淳一
君（青少年交換学生成田浩規君お迎え）、安江正
博君、三谷栄一君、野々山勝也君、後藤務君、伊
藤誠君、住田正幸君、坂井裕君、余郷利彦君、生
田達一君（国際奉仕委員会）、三谷栄一君、田中
正明君、野々山勝也君、八谷潤一君、伊藤哲朗君、
服部貴君、服部則仁君、松本浩義君、鈴木吉男君
（尾張津島秋まつり三百年祭第 1回講習会）、浅
井彦治君、浅井賢次君、幅辰雄君、服部貴君、伊
藤祥文君、加藤則之君、前田昭生君、中野義光君、
野々山勝也君、高木輝和君、大河内勝彦君、佐藤
敬治君、篠田廣君、鈴木吉男君、山本達彦君、滝
川林一君、寺島淳一君、山田章博君（青少年交換
学生ジェッシー君＆成田浩
規君歓送迎会）、三谷栄一
君、加藤則之君、鈴木吉男
君、寺島淳一君（青少年交
換学生ジェッシー君＆成田
浩規君市長表敬訪問） 

 

会長挨拶 

安江正博会長 

 今年は戦後 69 年にな

ります。20世紀は、ある

意味で日本の世紀であ

ったと思います。前半は

もっぱら軍事、後半は経

済で世界の国々に衝撃

を与えました。日本民族

が最も活力のあった時代として記憶にとどめら

れるかもしれません。 

 ところでその軍事ですが、70 年近く経った現

在でも、「あれは侵略戦争だ。日本けしからん」

といった声が、特に近隣諸国からいつも上がって

います。確かに、周辺地域に迷惑をかけたこと、

行き過ぎや勇み足のあったことについては深く

お詫びしなければなりません。だが、一方的に明

治以来日本の歩んできた道を全否定するような

ことまで主張されると、はなはだ釈然としないも

のがあります。 

 中国の故事に「春秋に義戦無し」というのがあ

ります。2400 年前、“孟子”が言いました。春

秋時代の三百数十年はまさに戦争の時代であっ

て、毎年どこかで戦争が行われていました。それ

らはすべて自国の利益を拡大するための戦いで

あって、正義の戦いはなかったと。19 世紀、20

世紀についても同じことが言えるのではないで

しょうか。 

日本に正義がなかったとすれば相手にもない、

相手に正義があったとすれば日本にもあった。こ

れがバランスのとれた見方ではないかと思います。 

 
ニコボックス報告 第 2980回分 

伊藤基ニコボックス副委員長 

鎌田芳彰君、伊藤光治君（一宮ＲＣ）分区ゴルフ

ご参加のお願いに参りました。 

安江正博会長、三谷栄一副会長、野々山勝也幹事 

分区ゴルフの案内に一宮ＲＣの鎌田芳彰君、伊藤

光治君の 2名をお迎えしています。 
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安江正博君 杦田勝彦君 

本日の卓話宜しくお願いし

ます。 

寺田晏章君 一宮の鎌田君

をお迎えして！ だけど分

区ゴルフは欠席します。 

篠田廣君、児玉昭君、伊藤

哲朗君 分区ゴルフの案内

に一宮ＲＣ鎌田芳彰君、伊藤光治君をお迎えして。 

杦田勝彦君 本日卓話を担当させて頂きます。よ

ろしくお願いします。 

浅井彦治君、服部則仁君、猪飼充利君、伊藤基君、

伊藤哲朗君、伊藤祥文君、児玉昭君、佐藤雅彦君、

住田由純君、田中正明君、宇佐美三郎君、矢田潔

君、山田勝弘君、余郷利彦君 長田一郎君の入会

を祝して！ 

矢田潔君 盆休みに入りますがお酒を飲みすぎ

ないよう体を大切に。ニコボックスご協力お願い

します。 

浅井賢次君 バナーをお預かりし、海外ロータリ

ークラブに出席して来ます。 

佐藤敬治君 伊藤哲朗君、先週の例会、会員増強

委員長に御配慮頂きありがとうございました。 

篠田廣君 昨日、桑名カントリーで 36・36（72）

で回りました。 

服部貴君、加藤隆朗君、幅辰雄君、坂井裕君、佐

藤敬治君 ウィークリーに写真が載りまして。 

片岡鉄君、田中正明君、根崎健一君、堀田力男君、

生田達一君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：杦田勝彦君 

演   題：「弁護士の仕事」 

 

１.本日の卓話を担当させて頂きます。 

自分で話をしなければ

ならないということで、

何を話すか悩みましたが、

大した趣味もありません

ので仕事の話をさせて頂

きます。 

２.弁護士になって 31 年目

です。弁護士をやってい

るとよく「専門は何ですか」と聞かれます。 

法律の仕事は、大きく民事、刑事と分かれ、

民事の中には、不動産、交通事故といった一

般民事、相続、離婚といった家事、他にも会

社関係、渉外、知的財産権等多くの分野があ

ります。 

このため、ある分野を専門としていると思

われるのだと思います。 

確かに、東京の大きな事務所の中には、会

社関係しかやらない、渉外しかやらないとい

った事務所があります。 

しかし、名古屋の事務所ですと、ある分野

を中心にやっているところはありますが、そ

れしかやらないという事務所は私の知る限り

ありません。 

３.例えば、私の所属している石原総合法律事務

所は、会社関係を中心に仕事をしています。 

お客様も会社が多いのですが、ほとんどは

地元の中小企業です。そして中小企業の方が

多いと経営者の方との距離も近く、経営者の

方等から会社関係以外の相談や依頼を受ける

こともあるのです。 

経営者の方から相続の相談を受けることや、

時には親戚の方の離婚の相談を受けることも

あります。このような依頼をお断りすること

はできませんので、家事事件はやることにな

ります。 

また、中小企業の場合、経営者の方と社員

の方の関係が近く、社員の方に関する相談を

受けることもあります。 

社員の方が不動産のトラブルに巻き込まれ

た、あるいは交通事故を起こしたといった相

談があるとこれもお断りするわけにはいかず、

結局民事関係はほとんど全部やることになり

ます。 

４.さすがに刑事事件はないだろうと思われるか

もしれません。 

まず、刑事事件というと、民事、刑事と分

かれる大きな分野ですので、刑事事件を中心

にやっている弁護士がいると思われるかもし

れません。 

ドラマなどでも、出てくる弁護士のほとん

どは刑事事件に関するもので、熱心に現場を

回って証人を見つけ出したりします。 

あれはドラマの中だけのことで、現実の弁

護士は現場を歩き回るようなことはありませ

ん。弁護士１人がいくら動いたとしても、得

られる証拠など知れているのです。 

そして、現実に起こる刑事事件のほとんど

が窃盗、詐欺、覚せい剤といった事件です。 

５.これらの事件を起こす人は、経済的に豊かで

ない人がほとんどで、事件を起こしても弁護

士に依頼するお金はありません。 

こういった人のために、国が弁護士を付け

る国選弁護制度があり、刑事事件の 8 割以上

は国選弁護です。 

国選弁護で、国が弁護士に支払う報酬はわ

ずかで、弁護士が事務所を維持できるような

金額ではありません。このため刑事事件を中

心にやっている弁護士というのはないのです。 

６．私共の事務所が刑事事件をやっていないかと

いうとそうではありません。 

会社の経営者の方から刑事事件の依頼を受

けることもあるのです。さすがに経営者の方
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自身が刑事事件を起こすことはありませんが、

社員の方はあります。 

例えば、経営者の方から、社員が窃盗事件

を起こしたといって相談を受けたことがあり

ます。 

20 年以上勤務している真面目な人で、仕事

に欠くことができない人材であるとのことで

した。 

私が経済的理由でもなさそうなのに窃盗事

件ですかと聞いたら、下着泥棒とのことでし

た。 

2人で警察に行き、担当刑事に会いました。 

経営者の方は熱心に、出来心だと思う、普

段から真面目で、盗みをやるような男ではな

いと刑事に説明しました。 

しかし、刑事は、自分も最初はそう思って

いたが、自宅の車のトランクにダンボール箱

が入っていて、開けたら下着がドッサリ出て

きたという話でした。 

経営者の方は、呆然としていました。 

何件も窃盗をやっていたことがわかり、さ

すがに起訴猶予はなく刑事裁判になりました。 

経営者の方は、それでも会社で面倒をみる、

監督もすると言ってくれ、社員の奥さんも夫

を見捨てることなく情状証人として証言して

くれました。 

社員の方は、無事執行猶予を得られ刑務所

に行かずに済んだのです。 

７.もう一つ、離婚の話をします。 

長年一流会社に勤め、定年まで後数年のと

ころで病気により長期入院した方がいました。 

その入院先の病院で看護士さんと不貞関係

になってしまったのです。 

男性は、これが人生最後の恋と思い、その

看護士と結婚したいと思い、妻に離婚を申し

出たのです。 

私の依頼者は妻の方です。奥さんから事情

を聞きました。奥さんは仕事をしながら子育

てをし、家事もやってきたとのことです。そ

れでは離婚する気はないかというと離婚はか

まいません、ただ自宅（旦那さん名義です）

と慰謝料が欲しいとのことでした。 

私が旦那さんと会って話をすると、確かに

妻はやることはやってくれた、でも入院中、

一週間に一度見舞いに来て、30分せず帰ると

いう調子で、うんぬんかんぬんと長い話が始

まりました。このままだと 3 日間くらい話し

続けそうです。 

私は、あわてて有責配偶者からの離婚は原

則として認められませんから、奥さんの条件

をある程度受け入れないと離婚できませんよ

といった話をして、結局奥さんは自宅とある

程度の慰謝料をもらい離婚しました。 

奥さんは、自宅で暮らすことができました

が、旦那さんの方は会社にも戻れず、しばら

くして看護士さんと別れたそうです。 

 
新入会員入会式 

【プロフィール】 

氏  名：長田一郎(ながた いちろう) 

事 業 所：長田広告㈱ 

職業分類：屋外広告 

役  職：代表取締役専務 

生年月日：1955(昭和 30)年 

12月 1日 

住  所：愛西市根髙町郷前 

 139-13 

家族構成：妻･智子、長男・光

成、父・幸安、母・

会子 

趣  味：読書 

推 薦 者：宇佐美三郎 

伊藤哲朗 

 
委員会報告 

伊藤哲朗会員増強委員長 

先日、地区会員増強セミナ

ーに安江会長と一緒に出席

しました。8 つのＲＣの成功

事例の発表がありました。人

とのつながり、地縁を大事に

して、メンバー全員にご紹介

いただき、皆様方全員の賛成を得て裁断いただて

いるということです。それも大事にしながら、拡

大ではなく増強したいと思いますので、ご協力を

お願いします。 

また、「ロータリーに入ってよかった」と、い

ろんな方に声をかけていただき、「入って楽しい

わ」というのをお話ししていただきたい。また、

先週の水野真希さんの話のように「入ってために

なったなあ、いい話が聞けた」というのがじんわ

りと伝わっていきますと、ロータリークラブの価

値観が地域の方々に広まっていきますから、ぜひ

ロータリーの良さをいろんなところでお話しい

ただければ、それ自体が会員増強の基礎になると

思います。 

私は入会して 18 年になりますが、ロータリー

を説明するのが難しい。事務局に『ロータリーへ、

ようこそ』という資料がありますから、この資料

から抜粋してご説明していただくのが良いかと

思います。(入会)候補の方がおられる方は事務局

で用意しますので、私どもにご連絡をいただきな

がら勧めていただきたいと思います。会員増強委

員会では“炉辺会議”に極力参加いただき、1人

でも多くの方に関心をもっていただいてロータ

リーの精神を広めていきたいと思います。 
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次回例会 

第 2982 回 ’14 年 8 月 29 日（金） 

卓話担当：幅 辰雄君 

講  師：2013～14年度青少年交換学生 

       成田浩規君 

演  題：「帰国報告」 

 

お知らせ 
■ロータリー平和フェロー 

水野ショー真希さん帰国歓迎会 
 と き：8月 22日(金) 18：00～ 
ところ：みやこ 

 
■第 14回天王子ども塾 
「15年戦争 聞き取り・平和学習」 

 と き：8月 23日(土) 9：00～16：00 
ところ：津島市立図書館 
 

■尾張津島秋まつり三百年祭講習会 
と き：8月 24日(日) 19：00～20：50 
ところ：中下神守公民館 

その他 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国際ロータリーニュース(8月) 

 

ちびっこライターの作文が 

世界を駆ける 

 

ジャマイカの小学校で、11
歳のジョーダン君が、ある子
犬の話をクラスで発表してい
ます。その子犬は、配水管に
落ちて衰弱していたとき、ジ
ョーダン君の家族に助けられ、浜辺で遊べるほど
元気になり、やがて大きな犬に…。  
この話は、7～11歳の生徒たちによる児童作文

コンテストに寄せられた話です。コンテストは、
カリブ地域のロータリーE クラブが中心となり、
周辺の 10カ国が協力して主催されました。 
児童作文コンテストのアイデアは、英国のロー

タリークラブが主催した青少年プログラムから
ヒントを得ました。コンテスト規約や公募方法を
学び、インターネットで活動する Eクラブにもで
きると思い、地元クラブの連携を駆使して、多く
の小学校から作品を募りました。 
2013年の第 1回コンテストに 200名応募、2014

年は 300名のちびっこライターが参加。協力クラ
ブ毎に 3 つの地域賞を選び主催者の E クラブが
10 の優秀作品を選びました。参加者には図書券
をプレゼントし、さらなる読書を応援。優秀作品
は"The Butterfly StoryBook" という 1冊の本と
なって出版されました。ハイチのボランティア学
生によってフランス語とクレオール語に翻訳さ
れ、近くスペイン語にも翻訳される予定です。 

主催者の Eクラブは、子どもたちの読み書き支
援に役立ててもらおうと、この本をジャマイカの
識字協会に寄贈。識字協会は、お返しに、カリブ
諸国でのコンテスト普及を応援することに同意
しました。また、バージン諸島のロータリークラ
ブが地元での識字支援活用のため 500 部を購入
したほか、カナダ、エチオピア、ハイチ、インド、
英国の小学校への寄贈用に多くを購入しました。 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 8 月 23 日(土)9：00～16：00、「第 14 回天

王子ども塾」が開催されます。場所は津島市

立図書館、テーマは戦争と平和についての学

習です。午前中は古川弘一君が、午後は平和

フェローの水野真希さんが講師を務めます。 

2. 8 月 24 日(日)午後 7 時、「尾張津島秋まつ

り三百年祭」の講習会があります。場所は中

下神守公民館です。 

3. 8 月 28 日(木)は今月のゴルフ例会が開催さ

れます。 

4. ガバナー補佐訪問は 9 月 19 日(金)です。例

会前の会長幹事会は会長、幹事、会長エレク

ト、幹事エレクトが出席します。例会後のク

ラブ協議会には役員、理事、委員長、入会 3

年未満の会員が出席することになっていま

す。本日、そのお知らせを配付しました。当

日はクラブ計画書をお忘れなく。 

5. ガバナー公式訪問は 10 月 3 日(金)です。そ

のお知らせも併せて記載しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 22日（金）第 2981 回 幹事報告 
 

一宮ＲＣの鎌田

芳彰君と伊藤光

治君が分区合同

ゴルフのご案内

をされました。 
 

三谷栄一副会長 
 

野々山勝也幹事 
 

猪飼充利社会

奉仕委員長 
 

宇佐美三郎 

親睦活動委員 
 

山田勝弘 

会場委員長 
 


