第2220回

2011年１０月１２日(水) 12:30～13:30

例会プログラム

会長挨拶

高幡不動尊

藤林 良昭 会長

理事会において協議した結果、地区がＲＬＩの正

司会

規プログラム化を規定審議会に提案することについ

土方 淳

ては、当クラブは反対することになりました。

例会進行委員長

ブリティッシュヒルズ国内留学に代わる新世代奉
開会点鐘

仕事業は、被災地の子どもたちへの援助とすること

藤林 良昭 会長

にいたしました。
１０月６日に国民体育大会（平成２５年）に向けた会議がありました。

ロータリーソング

当クラブは、総務・広報・歓迎のいずれかの部門に入ります。平成２４

ソングリーダー

年に、空手道・ホッケー・ボクシングのリハーサル大会を行います。

小島 馨 君

２０１２－１３年度の地区委員を推薦いたします（会員が１００名未満

『我等の生業』

のクラブは１名）。希望する方は申し出てください。
会長挨拶

藤林 会長

幹事報告

和田 幹事

ドトールコーヒー名誉会長の言葉に「努力は１では１の成果。アイデ
ィアをもってすれば５の成果」というものがあります。例えばコンビニエ
ンスストアは、店内を明るくして商品をきれいに見せるなど様々なアイ

委員会等報告

ディアで業績を上げています。

会員増強・親睦委員会

山下委員長

出席委員会

仲谷委員

新世代奉仕委員会

松浦委員長

ロータリー財団委員会

野村委員長

幹事報告
■

和田 達也 幹事

世界ポリオデーイベントのご案内が届いております。
詳細に関してはお問合せください。
１０月２４日（月）

卓話 「法律の話

ー記憶に残る裁判ー」

日野みなみ法律事務所 所長

１５：３０～公開イベント １９：３０～ﾁｬﾘﾃｨﾚｾﾌﾟｼｮﾝ
■

松浦 信平 会員

１２月１日（木） 13:30登録開始 14時点鐘
■

食事

ＩＭのお知らせです。

開運そば （井村会員）

ﾎﾃﾙ・ｻﾞ・ｴﾙｼｨ町田

例会変更のお知らせです。
東京八王子西ＲＣ、東京稲城ＲＣ、東京多摩グリーンＲＣ

■

世田谷南ＲＣより、４０周年記
念誌が届いているので回覧
します。（右写真→）

■

今後の予定ですが、来週は
親睦旅行、再来週はガバナ
ー補佐をお迎えしてのクラブ
協議会＆例会となります。皆様のご出席をお待ちしております。
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委員会報告など
出席委員会

日野ＲＣの支援を
文科省ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄで確認！

仲谷 政毅 委員

http://manabishien.mext.go.jp/

MU 本日の事前メークアップ
小峯敏夫 君 阪口茂 君

支援の一覧（直近５０件）をみると、大甕

杉田純一 君 谷井正剛 君

小学校の要請実現が３件でてきます（１０

MU 前回・前々回のメークアップ

月２２日時点）。
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新世代奉仕委員会

松浦 信平

委員長

ブリティッシュヒルズ国内留学に代わり、
文部科学省の「子どもの学び支援ポータル
サイト」を通して、被災地の子どもたちに援
助します。復興支援になり、単年度事業と
して行えることも好都合と判断しました。
おおみか

南相馬市立大 甕小学校の要請が同サ
イトに１０月４日に掲載されました。緊急避難準備区域が解除され、１０月
１７日に学校が再開しますが、半年以上放置されていたので校舎内外の
汚れが激しく、清掃用品等が緊急に必要とのことでした。
先方に連絡をすると、とても喜んでくださり、早速、野村会員（ノムラ薬
局）のご協力をいただき、先方が希望するものを揃えて今日か明日にで
も発送し、１０月１７日の清掃に間に合うように手配できました。
これ！をクリックすると ↓

２０万円程度の予算充当を理事会で承認いただいておりますが、新世
代育成資金は大切に使っていきたいので、皆様には募金をお願いさせ
ていただきます。

ロータリー財団委員会

野村 圭伊

委員長

１０月は米山月間です。寄付の
ご協力をよろしくお願いいたしま
す。豆辞典をご覧ください。
（上記の新世代奉仕委員会の活動に関して） 福島
で使っている商品（洗剤類）は、これほど東京と違うもの
なのか、と驚きました。
東京日野ロ ータリーク ラブ

当クラブの支援が掲載されています！
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卓話

『 法律の話

ー記憶に残る裁判ー 』

日野みなみ法律事務所
はじめに

ニコニコ

所長 松浦 信平 会員

ドロドロした離婚事件や血なまぐさい事件の話

は、この場にそぐわないかと思いますので、数年前に国選
弁護人として関わった事件の話をさせていただきます。
被疑者と容疑

私が弁護した被疑者の方は、６０歳前後

の男性で住所不定無職でした。容疑は時価５千円相当の
自転車を盗んだという窃盗罪でした。初犯ではなく、網走
刑務所を出た後はホームレスになっていました。
否認

５千円相当の窃盗罪。この裁判は直ぐに終わるだろうと私は考えていまし

本日のニコニコ

５名

20,000円

た。ところが被疑者の彼は、私に対して、川沿いのサイクリングロードに自転車が

累計

298,500円 （予算達成 29.9%）

捨ててあったので拾って乗ったが、盗んではいない、と訴えました。窃盗罪に比

報告

山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

べて遺失物等横領罪は軽くなります。私は半信半疑で聞いていましたが、おっ
て開示された証拠資料を読むと、自転車が誰かに盗まれたことと、彼がその自

藤林良昭 君

先日の日

転車に乗っていたことは事実のようですが、彼自身が盗んだという証拠がありま

曜 日、 孫３ 人 を 連 れて

せんでした。

妻と浅草に行ってきまし

検事の対応

窃盗と彼を結びつける証拠がないので、私は、検事に起訴事実

た。仲見世エリアと浅草

の変更を申し入れました。しかし検事は応じてくれず、そのまま公判に進みまし

六区の世界の違いに驚

た。検事は、彼が嘘をついていると主張しました。確かに検事がいろいろ質問す

きました。

るなかで被疑者の彼は言うことがコロコロと変わりました。そういう彼には、私自身

和田達也 君

も接見の時に困っていました。そして、裁判は長期化しました。
どたんばで

いい気候

私は無罪になると確信していました。日本の刑事裁判の有罪率は

となりました。スポーツし

９９％以上なのですが、怪しいというだけで有罪にすることは裁判所もないだろう

ましょう。ゴルフ、お誘い

し、自転車が府中で盗まれた日と、彼が八王子の保護観察所に行った日が一

ください。

致しており、八王子から府中に行ったという目的も不明でした。すると結審の前
日になって、検察からＦＡＸが送られてきました。予備的に占有離脱物横領を起

松浦信平 君

訴事実に加えます、と記載されていました。これだけ裁判を長期化させた挙げ

ｽﾍﾟｼｬﾙ

親睦委員であるにもかかわらず、来週の

句、結審前日になって、窃盗が認められなかった場合に備えて起訴事実を変更

旅行に行けなくなってしまい、せめてもの

してきたのです。私は、直ぐに検事に会いに行き抗議しました。公訴権の濫用と

罪滅ぼしに。盛会を祈ります。

して争うことも検討しましたが、まずは早く終結させてあげたいと考えました。
私は、「窃盗をしたという証拠がないのに検察は裁判をずるずると長

成田恭隆 君 朝夕の冷え込みが強くなっ

引かせて被疑者に苦痛を与えた。量刑は最も軽いものにすべきだ！…」と大主

てきました。体調管理をして元気に例会に

張をしました。普段は温厚な私ですが、流石にこのときは熱くなりました。

出席いたしましょう。

結審の日

判決

判決は、「窃盗については無罪。占有離脱物横領については懲役２ヶ

月。但し、未決勾留日数を算入する」というものでした。裁判所もよく考えたと思

山下雅弘 君

来週の親

います。被疑者は判決がでるまで５ヶ月も勾留されていたので、その一部をすで

睦旅行、現在、バスから

に刑を受けたものとみなす未決勾留日数算入により、彼は即時釈放されました。

参加１４名、クルーザー

検察も謝って、彼を保護観察所に迎えに行き、更正施設に連れて行きました。

から参加７名の合計２１

振り返って

裁判が長引いていたとき、彼に「面倒だから、罪を認めてしまおうと

思ったりしないの？」と尋ねたことがあります。そのとき彼が言った「やっぱり、立
ち直りたいなぁ、という気持ちもあってね～」という言葉が印象に残っています。
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名です。なんとかあと４名・・・

参加者あ

つめ、お願いします！
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