
第1753回例会　2013.９.26　曇り　司会　佐々木会員

　移動例会　「裁判所見学」　担当　大家　浩明　会員

　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中　24名　85.71％

　欠席：相澤・長野・斉藤（守）・齋藤（儀）各会員

藤代会長

　皆さんこんにちは！会長の藤代です。

　本日は、裁判の傍聴という貴重な体験をさせて頂きました。裁判所とは縁のない生活を送るのが我々の通

常ですが、司法というものを身近に感じられた時間でもありました。

　私が傍聴させて頂いたのは、覚せい剤の密輸に係わる裁判員裁判でした。被告人が入廷し手錠を外され、

裁判長以下が入廷してきます。一同裁判長に一礼です。被告人が中央の席に移動し着席すると、弁護人の質

問が開始されました。弁護人の質問が終わると休廷になり、次は検事側の質問が始まりました。目の前で行

われていることは現実なのかテレビなのか区別がつかなくなるようでしたが、質問に対する被告人の答弁を

聞いているうちに、現実なんだと緊張感を持ちながら傍聴させて頂きました。

　司法という領域で活躍されている方々と話をする機会は普段あまり有りませんが、当クラブの会員である

大家弁護士をはじめとする司法関係者には改めて頭が下がる思いでした。大家会員、今後益々のご活躍を

祈っております。
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高橋幹事

　職業奉仕委員会主催：千葉地方裁判所見学・傍聴例会

　例会場：うなぎ正木屋

１．例会臨時変更のお知らせ：船橋みなとRC

　　10月８日（火）の例会は定款第６条第１節により休会となります。

２．献血活動の報告

　　日　時：９月22日　10時～16時　　場　所：北習志野juju広場

　　受付数：44名　　200mL：３名　　400mL：28名　　不採血：13名

　　献血数：31名　　献血総量：11,800cc　でした。

　　クラブより参加者：藤代・伊藤・金子・大原・岡田・佐々木・斉藤英明・高橋・遠田・山口・中村・

　　　　　　　　　　　藤井・守屋・遠田なほみ様・斉藤久子様・事務局西川　合計16名

　　ご参加ご協力ありがとうございました。

・今日の傍聴例会とても楽しませていただきました。織戸会員をご案内するつもりが迷子になり申し訳ござ

いません。判決が気になります。美味しいうなぎご馳走様でした。 高橋　純代

・裁判所は絵が無い。やっぱり絵は平和の象徴か？裁判所見学感謝。 藤井　仁毅

・大家さん、貴重な体験させていただきました。ありがとうございました。 岩浅　宗之

・大家さん、大変お世話になりました。 斉藤　英明

・大家会員へ、裁判所の傍聴貴重な経験（体験）子育て中の親として、子供に見学させたいです。裁判官、

検察官、弁護士、立派な仕事ですね。 山﨑　新一

・大家先生、今日は裁判所見学ありがとうございました。いろいろ大変だったと思います。大変緊張して勉

強になりました。ありがとうございました。 柴田　正道

・うさぎさんチームは裁判員裁判を始めて傍聴して大変勉強になりました。今日の被告は黒が（大）ですね。

判決結果教えて。 岡田　敏男

・生まれて初めて裁判を傍聴しました。とても興味深く本当に有罪なのかどうか、結果が知りたいと思いま

した。大家さんありがとうございました。 伊藤　直子

・今日は大変勉強になりました。 輪湖　信

・大家さんご苦労様でした。 佐々木　光博

・本日は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。大家先生ご苦労様です。 織戸　豊

・大家先生大変お世話になり今後の海外での活動に参考になりました。 金子　研一

・大家先生、大変お世話になりました。テレビで見るのとは大違い。初めての法廷見学おもしろかったです。

ストレスのたまるお仕事、身体に十分お気をつけて。 遠田　毅

・大家さん貴重な体験ありがとうございました。 瀧　照正

・今日は大変勉強になりました。普段見ることができないことでテレビドラマを見るようでした。大家先

生・伊藤委員長お骨折りありがとうございました。 事務局　西川　典子

・裁判所見学出来ず、昼食のみの参加になりました。お話を聞くと傍聴は楽しそうですね。 山口　習明

・仕事の都合で裁判な諸見学ができず、残念でした。 中村　和一

幹 事 報 告



・私は有罪だと思います！（カナダの麻薬）大家先生、お手配頂きありがとうございます。良い体験をさせ

ていただきました。被告席に着かないように気をつけます。 鈴木　恭浩

・大家会員、貴重な体験をありがとうございました。司法を身近に感じることができました。藤代　清七郎

・裁判傍聴、皆様いかがでしたか？被告人の弁解を聞くと「やっていない」と聞こえるし、検事とのやり取

りでは「やっている？」と聞こえてきます。そこで客観証拠が必要になります。お疲れさまでした。

 大家　浩明

第1754回例会　2013.10.３

　国歌「君が代」　ロータリーソング　「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中21名　75％

　欠席：金子・大原・輪湖・斉藤（守）・斉藤（英）・齋藤（儀）・鈴木（恭）・（武市）各会員

◎ゲスト： 第２分区ガバナー補佐　森嶋　康長様（船橋RC）

◎ビジター： 第２分区ガバナー補佐幹事　青木　忠成様（船橋RC）

◎メークアップ 

　９／26分～相澤～10／１～船橋みなとRC

　10／３分～金子・大原～９／22～献血活動　鈴木（恭）～理事会

◎10月三つのお祝い 

　・会 員 誕 生 ：金子会員（10日）・大原会員（25日）・山﨑会員（27日）

　・ご夫人誕生：斉藤まりこ様（12日）・齋藤初美様（17日）・山﨑由起子様（25日）

　・結 婚 祝 い ：相澤会員（４日）・武市会員（16日）・度会会員（16日）

藤代会長

　皆さんこんにちは！会長の藤代です。

　来週はいよいよ社会奉仕委員会による気仙沼南RC訪問・視察と親睦委員会による秋保温泉・仙台周辺親

睦旅行ですね！クラブ会員の半数以上の15名の参加と元アクトの沼崎さんの気仙沼までの同行ということ

になっております。しっかり社会奉仕活動を実施しながら、親睦旅行で会員同士の親睦を深めてきたいと

思っています。

　 ９月26日　20,000円　　累計　331,000円　今週のニコニコ BOX

会長あいさつ
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　当クラブで震災後の気仙沼を訪れたことがありますが、内陸数百メートルに打ち上げられた漁船を覚えて

おられる方もいらっしゃるかと思います。

　この船は「第18共徳丸」と言い、全長60メートルで330トンという大型の巻き網漁船なんだそうです。我々

が訪れた時は、大震災を忘れないためにこの船を保存するような話があることを伺った記憶があります。し

かし、保存に反対する地元住民の声が大きかったようで、気仙沼市も船の保存を諦めて解体する方向で結論

を出したそうです。

　解体は９月９日から始まっており、10月中頃には終了する予定だそうです。我々が来週訪れた時には、解

体現場を見ることが出来るか分かりませんが、地元住民の複雑な心境を想うと、大震災を思い出すこの船の

存在を消してしまいたいと思うのも理解出来る気がします。因みに、船の大半はリサイクルするということ

で、エンジンとスクリューはそのまま再利用、鉄などは建材や自動車の部品などに生まれ変わる見通しとの

ことです。

　あの大震災から２年半が過ぎました。復旧から復興へ向かっている地域もあれば、まだ復旧段階の地域も

あるように思えます。しかし、国を挙げての復旧・復興を進めていることは間違いなく、更には2020年には

東京でオリンピックが開催されるということが決定しました。オリンピックより被災地の支援が先だ、とい

うご意見もありますが、復旧・復興していく地域に夢と希望を与えることが出来るオリンピックに寄せられ

る期待はとてもとても大きいものだと思います。

　久しぶりにお会いする気仙沼南RCの方々や、鹿折小学校に思いを馳せながら来週の訪問を待ちたいと思

います。

高橋幹事

１．10月のロータリーレートは１ドル100円です。

２．地区RLI（ロータリー・リーダーシップ・研究会）のお知らせ

　　このプログラムは世界343地区で実施されている多地区合同プログラムです。この研修会は任意のもの

ですが、ロータリアンの自己啓発を促してクラブの活性化を目指すものです。積極的な参加をお願いしま

す。

　　日　程　PartⅠ：2014年１月16日（木）　９：30～17：30

　　　　　　PartⅡ：2014年３月２日（日）　９：30～17：30

　　　　　　PartⅢ：2014年３月26日（水）９：30～17：30

　　　　　　卒業コース（任意）2014年５月11日（日）13：00～17：00（終了懇親会）

　　会　場　千葉文化センター（千葉市中央区中央２－５－１　千葉中央ツインビル２号館）

　　内　容　RLIのカリキュラムに基づくグループディスカッション主体の研修会）

　　参加者　募集60名

　　登録料　各慰会3,000円

　　締切り　11月30日　地区研修委員　白鳥　政孝様あて

３．10月24日（木）の夜間例会について

　　時　間：18時30分　場所：「居酒屋一九」船橋市西船橋４－26－３

　　会　費：2,000円（5,000円の内）

　　※本日より参加者を募りますのでよろしくお願い致します。

幹 事 報 告



４．10月７日（月）に地区大会記念ゴルフ大会に参加の皆様、先日お配りした地区からの資料を忘れずご持

参ください。

　　参加者：守屋・松本・大原・大家・斉藤（英）・瀧・山﨑各会員（メークアップ扱いです）

５．日本支局「財団NEWS」10月号が来ています。

　　大切な情報が満載です。是非ご覧ください。

６．次週10月10日（木）は東日本大震・災気仙沼復興支援視察及び親睦旅行です。

　　参加者は集合時間・場所等間違いなくご参集ください。

　　集合時間：７時30分（時間厳守）　場所：東京駅銀の鈴

　　参加者：相澤・藤代・伊藤・金子・松本・長野・大原・岡田・佐々木・柴田・鈴木（崇）・高橋・遠田・

　　　　　　度会・大久保名誉会員・沼崎元アクト（沼崎さんは気仙沼鹿折小学校まで）以上16名

　　　尚、復路が予定のものが取れづ、１時間遅れの　仙台発：16時41分発（やまびこ148号）東京駅着

18：56分になります。ご了承ください。

理事会報告（10月定例）

１．クラブ年次総会について（クラブ細則第５条第１節による）

　　日　時：25年12月12日（木）

　　※承認

２．2014～15年度　指名委員会及び委員について（クラブ細則第３条５節）

　　※指名委員：藤代会長・大原会長エレクト・鈴木（恭）直前会長・高橋幹事

　　※承認

３．ロータリー米山奨学会特別寄付及びロータリー財団特別寄付について

　　※ニコニコボックス収益金の各２％（24,000円）を希望する会員に補填する

　　（別紙参照）※各会員に補填を承認

　　※クラブポイントの委譲：1,161,60ポイントについて

　　※クラブポイントの委譲は長野会員に500ポイントを委譲すること承認

４．第33回「船橋をきれいにする日」実施について

　　日　時11月17日（日）（小雨決行・荒天時中止）

　　集　合：天沼弁天池公園　８時50分　実施地域：船橋市全域

　　※クラブより多くの参加者、ことに新入会員の参加を希望する。

　　　尚、その際クラブ名入りジャンパーを着用のこと

５．第22回「船橋海老川・長津川福像めぐり」開催のご案内

　　日　時　10月６日（日）小雨決行・大雨中止　受付：９時30分　テープカット：10時

　　セレモニー場所：JR船橋北口「お祭り広場」

　　主催：NPO法人環境を考える市民の会　理事長　鷲見　千代子

　　※クラブの名前の協賛を承認

６．クラブ四半期報告について

　　※報告通り承認

７．新入会員の推薦について

　　候補者氏名：平山　雄一氏　　職業分類　建設業：建物メンテナンス

　　　　会社名：平山防水企画株式会社専務取締役　　紹介者：高橋　純代会員

　　※推薦を承認　分類選考委員会に付託した。同委員会の承認の元、各会員に公示する。



８．地区大会による例会振り替えについて

　　地区大会：11月９日～10日　　例会振り替え日：11月14日（木）

　　※承認

「報告事項」

　１．ミャンマー小学校支援事業の一部送金など・・

「その他」

　１．10月24日（木）の夜間例会について

　　　場所：「居酒屋一九」船橋市西船４－26－３　時間：18時30分～　会　費：2,000円（5,000円の内）

　本日の卓話　

　　　　　　「ご挨拶」 ガバナー補佐　森嶋康長　　

　皆さん、こんにちは。

　船橋ロータリークラブの森嶋でございます。本日は第２回目のガバナー補佐訪問でございます。ガバナー

公式訪問のおりには、活発なご意見をいただき本当にありがとうございました。ガバナーも元気なクラブで

ある船橋東クラブを再認識されたことと思います。

　去る９月１日に地区主催の情報研究会が開催されましたが、船橋東クラブを代表され、藤井さんと大家さ

んに参加していただきました。ご協力に感謝申し上げます。情報研究会のテーマが会員増強の意義といった

ものでしたので、お二人を中心としてまたクラブの中で議論を深めていただければ、幸いでございます。

　次に前年度の浜名ガバナー補佐からの引き継ぎ事業の、アンデルセン公園に対するベンチ寄贈事業ですが、

詳細は藤代会長・高橋幹事様からご報告があると思いますが、骨格がきまり、地区補助金も無事出ることに

なりました。来年２月18日開催のI.M.で目録贈呈を行う予定になりましたので皆様のご協力に感謝申し上

げます。

　そして、去る９月７日にガバナー補佐会議がございまして、宇佐美ガバナーエレクトの年度のガバナー補

佐が出そろいましたという報告がありましたので、鎌ヶ谷クラブの渡辺幸一様が正式に宇佐美ガバナー年度

の第２分区のガバナー補佐として決定いたしましたので、皆様にご報告させていただきます。

　第２分区の皆様には10月22日の会長幹事会を通じて正式にご披露申し上げる予定でございます。

　もう来週の月曜日になりましたが、地区ゴルフ大会が鶴舞カントリークラブで行われます。選手の方も参

加される方も楽しんでプレーしていただきたいと思います。

　ようやく気候も涼しくなり秋を感じるようになりましたが、台風がきたり、寒暖差も激しいようでござい

ます。皆様もお身体をご自愛いただき、あらためまして皆様のご健勝を祈念申し上げご挨拶とさせていただ

きます。

・来週の気仙沼、仕事の都合で行けなくて残念です。皆さん気をつけて「行ってらっしゃい！」 織戸　豊

・来週の気仙沼南ロータリークラブ及び鹿折小学校の訪問、15名参加とアクト１名、計16名でよろしくお

願い致します。 岡田　敏男



・来週の例会（気仙沼）には都合により出席できず残念です。13日の日曜日から私の個展（絵画展）が始ま

ります。よろしくお願い致します。 藤井　仁毅

・先日は当社主催のコンペにお越しくださいました会員の皆様及び協賛頂きました相澤会員ありがとうござ

いました。 守屋　慶隆

・９月27日、たちばな保育園にくまもん秋祭りを行いました。多くの来場を頂き、又チラシを作成頂いた高

橋幹事ありがとうございました。 長野　春信

・「りん」の原稿今月末〆切とします。特集「オリンピック」へも投稿をお願いします。 藤井　仁毅

・調停が早く終わる予定が０時25分までかかってしまいました。理事会欠席になり、例会遅参しました。申

し訳ありません。 大家　浩明

・山﨑さん、いつもありがとう。感謝！ 遠田　毅

・10月６日は第22回海老川福像めぐりです。午前10時からJR船橋駅北口広場にて式典があります。大原

さんが実行委員長として頑張っております。当クラブからも協賛して頂き感謝します。 相澤　友夫

・バザーの案内を配布させていただきました。ひやかしでも良いのでご来場をお待ちしております。

 藤代　清七郎

・夫婦で誕生祝いを頂戴しありがとうございます。健康に感謝！ 山﨑　新一

・結婚祝いを頂いて感謝！式を挙げた頃の私は28歳でした。長い事船橋を後にしてやっと帰郷しましたが、

血を吐き療養中で、しかも無職で借金だらけでした。しかしはなちゃんに巡り逢いました。大感謝。

 相澤　友夫

・森嶋ガバナー補佐・青木補佐幹事様今日はお役目大変ご苦労さまです。森嶋さんへの希望です。偉大なる

父親の後を継いで親子二代のガバナーを目指してください。 相澤　友夫

・ガバナー補佐訪問、森嶋補佐、青木補佐幹事ほんじつはありがとうございました。　  遠田　毅

・森嶋ガバナー補佐、訪問ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 山口　習明

　 10月３日　33,000円　　累計　364,000円　今週のニコニコ BOX

10・11月のプログラム

10月17日　卓話「千葉ジェッツ」について

　　　　　プロバスケットチーム　 蒔  平 様
マキ ヒラ

　　24日　夜間例会　点鐘　18時30分
　　　　　場所　「居酒屋　一九」
　　31日　卓話　「青少年のための月間」に
 因んで　鈴木崇委員長
　　　　　卓話　「米山月間」に因んで
 山崎新一委員長
11月７日　三つの祝い　会員スピーチ
 ９・10日　「地区大会」
　　　　　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

週報今週の担当　　　松　本・度　会


