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１．真実真実真実真実かどうか

２．みんなに公平公平公平公平か

３．好意好意好意好意と友情友情友情友情を深めるか

４．みんなのためになるかためになるかためになるかためになるか

どうか

浅浅浅浅 野野野野 秀秀秀秀 樹樹樹樹

仲仲仲仲 島島島島 英英英英 二二二二

宮宮宮宮 野野野野 祐祐祐祐 輔輔輔輔

ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を
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■■■■本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム

「福岡東南ＲＣ・ＲＡＣとの合同夜間例会」

１８時３０分：福新楼

■■■■次回卓話（４月４日）予定次回卓話（４月４日）予定次回卓話（４月４日）予定次回卓話（４月４日）予定

「ちはやふる」の世界

一般社団法人
全日本かるた協会九州支部支部長/
九州かるた協会会長
七段 内川信幸様

■■■■前回例会の記録（３月１４日）前回例会の記録（３月１４日）前回例会の記録（３月１４日）前回例会の記録（３月１４日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ３月１４日３月１４日３月１４日３月１４日 前前前前 々々々々 回回回回 ２月２８日２月２８日２月２８日２月２８日

会員総数 ７１名

免除会員数（1７名中） １０名

出席会員数 ３８名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー ８名

合 計 ５６名

出 席 率 ７５．００％

会員総数 ７１名

免除会員数(1６名中） ８名

出席会員数 ３８名

メークアップ １５名

欠席会員数 ２名

合 計 ６５名

修正出席率 ９６．８３％

「福岡東南ＲＣ・ＲＡＣ合同夜間例会
のため演奏曲目はありません」

識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間
７日（金）定例理事会

８日（土）「第4グループＩＭ」13時：福岡国際会議場
１３日（木）第3回ゴルフ例会8時56分：太宰府ＧＣ
１４日（金）誕生祝

１５日（土）「ＰＥＴＳ」13時～ステーションホテル小倉
２１日（金）「休会」祝日につき

２８日（金）「ＲＣ・ＲＡＣ合同夜間例会」１８時３０分

福新楼

世界ローターアクト週間：１３日を含む１週間

ピ
ア
ノ
演

奏
曲

●靖国裁判の続きです。当時の裁判長の訴訟指揮が
甘くて法廷が乱れ遺憾に思いました。今日は裁判官の
訴訟指揮について話をします。（雰囲気を出すため法衣
を取り出し着るー会員の中から驚きの声）１８年間これ
を来て仕事をしました。私が任官した時は絹の羽二重で
したが今は化繊のナイロンになってしまいました。法衣
は世界どこでも黒で、他の色には染まらないという意味
が込められています。アメリカの裁判官は大変強い権
力を持っています。法廷にｊｕｄｇｅ誰々と表札が掲げられ
俺の法廷だと主張しています。命令に従わない者をつ
まみ出すのは当然ですが、興奮した弁護士がケンカ腰
になると小槌を叩いて審理を打ち切ります。それから件
の弁護士を判事室に呼びつけ俺の法廷をダメにするの
なら弁護士資格を剥奪するぞと脅します。実際にやりか
ねないほど厳しいです。日本の場合、民事と刑事裁判
は全然違う。刑事は人の生死、無罪か死刑か判断を下
すから厳しいです。その点民事はどこかで和解に持って
行こうとするので厳しくはやりません。私の新人研修時
代の東京地裁の刑事の裁判長は激しい人が多かった。
私の隣の法廷では田中角栄、小佐野賢治の丸紅ロッ
キード事件を扱っていました。私は刑事５部にいました
がその時に新宿騒擾事件がありました。学生１０００人く
らいが角材や鉄パイプを持って集まり機動隊とやりあい
ました。逮捕者が７４０人、騒擾罪が適用された最初で
最後の事件でした。私が長崎に赴任する時その東京地
裁の裁判長が自宅に招いてくれました。奥様によるとこ
の人はお酒と下着にすごくお金がかかると言うんです。
酒飲みだからお酒は分かるが下着は分からない。何で
も２回くらい使うと捨ててしまう。聞くと岸信介が首相時
代、右翼のテロで刺されたときに証拠物件で見た下着
が着古したものでみすぼらしかった。一国の宰相がこれ
ではと思った。自分も騒擾事件を扱っているのでいつ同

じ目に遭うかわからない。たしなみとしていつも新しい下
着を身に着けるように心がけているということでした。

会長報告会長報告会長報告会長報告



他ロータリークラブへメーキャップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やSAAの一言前もってお断
りするのがエチケットです。ご協力ください。

クラブ会報委員会 委員長土井通誉 ： 副委員長本山茂夫 ： 委員 穐好幸男 ： 山内良輝 ： 鬼倉潔

卓 話

＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞

累計 ６８５，６７３円 達成率 ５２．７％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ２４，０００円

お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう

１日１日１日１日 片山健二郎会員片山健二郎会員片山健二郎会員片山健二郎会員 ５日５日５日５日 石川石川石川石川 哲也会員哲也会員哲也会員哲也会員

２３日２３日２３日２３日 竹内竹内竹内竹内 國廣会員國廣会員國廣会員國廣会員

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告

地区大会報告地区大会報告地区大会報告地区大会報告

各委員会報告各委員会報告各委員会報告各委員会報告

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告
【【【【スマイル箱スマイル箱スマイル箱スマイル箱】】】】ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！
三井 勇人様（伊東西ＲＣ）

伊東西から来ました。

浅野 秀樹君 母の９０歳の誕生祝いをしました。

田中 浩君 新会員河内さんをよろしくお願い致
します。

松尾 幸靜君 ゴルフ会満点で優勝できました。

的野 良次君 ゴルフ会で準優勝できました。

佐々木健一君、井上 正君
毛利さん、ゴルフ会ありがとうござ
いました

諸富 哲雄君 ゴルフ会欠席で迷惑をかけました
竹田 國廣君、石川哲也君

誕生祝ありがとうございました
原田実樹宜君、漆間道宏君

メークアップが続きました
百武 恒生君 早退します

<新会員紹介新会員紹介新会員紹介新会員紹介>
推薦者 浅野秀樹 田中 浩
河内 美香会員 ＫＡＷACHI ＭＩＫＡ
分 類 弁護士
生年月日 昭和４３年９月２２日
勤務先 大濠総合法律事務所

天神オフィス弁護士（代表）
所属委員会 出席委員会

「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」

河内河内河内河内 美香美香美香美香 会員会員会員会員

●３月２８日（金）はロータリーとアクトの合同夜間例会のため、
例会は１８時３０分福新楼に変更して開催します。出欠の返
事をされていない方は至急事務局に連絡ください。欠席の方
はメークアップをお願いします。

●４月１１日（金）の例会は地区大会リハーサルのため１２時
３０分、福岡国際会議場で開催します。出欠の返事がまだの
方は至急ご連絡下さい。尚、欠席のかたはメークアップをお
願いします。

●４月１１日、１２日の地区大会は全会員の協力が必要です。
よろしくお願いします。

●５月１０日（土）１３時よりアクロス福岡で２０１４～２０１５年
度地区研修・協議会が開催されます。出席義務の方には案
内状をお渡ししますので出席下さい。欠席の場合は各自にて
副委員長か委員の方にお願いして下さい。

●本日１４（金）１４時より地区大会事務局で責任者会議を開
きます。正副委員長は出席下さい。地区大会は１１日で登録
を締め切りましたが１７５０名が登録しています。晩さん会は１
６７名です。

<親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会>

ゴルフ報告ゴルフ報告ゴルフ報告ゴルフ報告

２０１３年度第３回ゴルフ例会が、３月１３日（木）太宰府ゴルフ
クラブにて開催されました。当日は雨と強風の厳しいコンディ
ションでしたが、全員無事完走できました。ミッドアマ開催の
コースのグリーンに悩まされ３パット続出でしたが、楽しくゴル
フ出来ました。幹事の毛利さんありがとうございました。結果
は、優勝：松尾幸靜さん（２連続）、準優勝：的野良次さん、ベ
スグロ：毛利泰介さんでした。（中村勇治）


