
会長　中島　祥一君
先週のゴルフトーナメント、男子はオースト
ラリアにやられ、藍ちゃんは韓国にやられ、な
んとなく見ていて面白くなかったですね。私の
ゴルフもこの頃パットしない、今一ゴルフの感
じです。はじめて80台を切った。私にもそんな
時代がありました。
「はじめて」が年をとると急速に減ったような
気がします。はじめての海、はじめての一人旅、
はじめての恋、はじめての仕事、いろいろの「は
じめて」を経験してきました。やがて「はじめ
て」がなくなるのでしょうか。中古欠陥人間を生
きること、それ自体が「はじめて」の体験です。
朝はいつも「はじめて」を運んできます。
この1年で出会うであろう喜びや発見、とき

めきや心の揺れ、あるいは失望や喪失や憤りも
また、全く同じものはありません。すべてが、
それぞれの「はじめて」であるのです。
皆さんは最初の「はじめて」を覚えています
か？多分覚えていないでしょう。私も同じです。
これから出会う「はじめて」に期待しましょう。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
長崎地方裁判所 佐世保支部
判事補　　森　　大輔様
○ビジター
北松浦RC 山口　俊一君
○ゲスト
地区交換学生
侍依仁（ジェニファー）さん

幹事　富永　雅弘君
1．国際ロータリー
Interact  Program  Coordinator
Dominique Williaams
インターアクト・情報資料書式提出依頼

2．第2740地区　ガバナー 田口　　厚君
2008～09年度ガバナー・ノミニー決定宣言
佐世保南RC 鈴木　泰彦君

3．佐世保南ロータリークラブ
幹事　鶴田　　司君

地区大会参加者バスご利用について
2006年12月2日貍
〔行き〕7：00発 西肥大野バスセンター →

7：05 市役所前バス停 → 7：07 島瀬
バス停→ 7：15 佐世保駅前西肥バス
センター→7：25 卸本町入口→
9：00 長崎ブリックホール

〔帰り〕18：45 懇親会終了後、ホテルニュ
ー長崎（予定）

〔料金〕申し込み人数人頭割りで、片道乗車
の場合も同額

地区大会のバス利用を含む出欠について、
10月25日までに事務局へお知らせください。

4．佐世保市長 光武　　顕様
佐世保商工会議所 会頭　辻　　洋三様
平成19年新年交歓会開催のご案内
日時／平成19年1月4日貅 午前11時
場所／アイトワ　福石町
会費／1,500円
受付期間／平成18年11月1日～11月30日　　　
受付場所／佐世保商工会議所
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■ローターアクト委員会
委員長　新穂　博文君

10月14日、佐世保ローターアクト、長崎国際
大学ローターアクト合同で地区代表公式訪問
に、中島会長はじめ、6名の皆様にご出席いた
だき、地区委員長、地区代表との意見交換も無
事？に終わりました。ありがとうございました。

■ロータリー情報委員会
委員長　井上　斉爾君

下記の通り、新会員を対象とした研修会を行
います。新会員にとりましては必修の研修会で
すのでご出席ください。
なお、研修会終了後、歓迎懇親会を開催致し
ますので、引き続きご出席ください。
期日／平成18年11月15日貉
場所／レオプラザホテル佐世保

TEL  22- 4141
時間／新会員研修会　16:00～18:20

歓迎懇親会　　18:30～20:00

幹事　芹野　隆英君
去る10月12日ハウステンボスカントリーにお
いて19名の参加をいただき、朗遊会を無事開催
することができました。ご参加ご協力誠にあり
がとうございました。
尚、次回開催は12月に延期されておりますの
で、決まりましたら、改めてご連絡いたします。

出席委員会　峯　　博之君
○出席100％表彰
中島　祥一君、闍田　俊夫君
中村　徳裕君、田中　信孝君
山中　康裕君、松尾　慶一君
山本　　聡君

親睦活動委員会　有薗　良太君
ソロプチミスト佐世保パール
会長　宇野さと子様
実行委員長　福田　尚子様
10月12日に開催いたしました、第9回チャリ

ティーゴルフ大会には、多数ご参加頂きまして
誠に有り難うございました。心より厚くお礼申
しあげます。来年度行います第10回チャリティ
ーゴルフ大会にも、多数のご参加をお待ちして
おります。

池田　　豊君
この度は久しぶりに朗遊会で優勝しました。

老いては子に従えといいますが、不調の折には
師匠の教えに従うのが一番の方法です。円田師
範代にグリップについてワンポイントレッスン
を受けたところ、ボールが素直に飛んでスコア
が良くなりました。何はともあれ人の言う事を
聞く人は成長するんだという事がわかり、心か
ら感謝を込めてニコニコします。皆さんも頑張
ってください。

松尾　慶一君
ソロプチミストチャリティーコンペにて154

名の強豪を制して栄えある優勝をさせて頂きま
してありがとうございました。

芹野　隆英君
去る10月12日ハウステンボスカントリークラ
ブにおいて、朗遊会コンペを天候にも恵まれ、
無事開催する事ができました。ご参加ご協力誠
にありがとうございました。

大神　邦明君
今年度（2年に1度）の経済通産省主催のIT百

選という促進事業で、全国76社の最優秀賞に入
り受賞致しました。今後も努力致します。

山本　　聡君、小川　　洋君
梅村　良輔君
大新技研のIT百選おめでとうございます。日

本を代表する経営者として、今後もご活躍くだ
さい。

藤井　　隆君
15日娘が結婚いたしました。夫婦2人の生活

に戻りました。楽しいのか、さびしいのか？披
露宴は身内と本人の友人のみの、ごく内輪で行
いましたので、親の付き合いの招待はいたしま
せんでした。悪しからず。

三浦桂一郎君
先日、富士国際ホテルにて「投資の日」の記
念講演を多数の参加者により無事、終わらせる
ことができました。お力添えありがとうござい
ました。

佐々木秀也君
武井　洋一君へ
「無駄な抵抗」
昨年11月2日に行った佐々木秀也会員とのゴ
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ルフの決闘が同スコアに終わりましたので、再
び決着をつける必要がありました。最初、その
日は昨年12月21日に決まっていたのですが、
佐々木会員がキャンセルしました。ゴルフの相
手から怖れられたのは初めてです。しばらくし
て立会人の立石会員から2回目の決闘のお膳立
てができた旨告げられ、一度は辞退申しあげた
のですが、「ギャラリーを引き連れてプレーす
るのですよ」と耳打ちされ、ギャラリーの拍手
に迎えられるニクラウスを連想。相手はハンデ
ィが万年29の佐々木会員。そこでダボハゼと思
われるかも知れませんが立石立会人の話に食い
ついたのです。3月1日吹雪の中、三川内ゴルフ
場での決闘はスコアがどんどん生産されー中略
ー得てして大勝負はこういうものだそうです。
結局私は佐々木会員に負け、私は再び泣きまし
た。私は返り討ちに遇い易い性分のようです。
その夜、一緒に回っていただいた方々に慰労会
を開いていただきました。 ―以下略―

因みにこの原稿は平成7年の週報の武井洋一
君の文章です。

中島　祥一君、F田　俊夫君
中村　徳裕君、田中　信孝君
山中　康裕君、松尾　慶一君
山本　　聡君
出席100％及び永年勤続表彰ありがとうござ

います。

ロータリー情報委員会　委員長　井上　斉爾君

「ロータリアンの責務」

企業が引き起こす不祥事が後を
絶ちません。談合、贈収賄、粉飾
決算といった従来型の明らかな経
済事犯に加えて、最近は、明らか
に特定企業の利益誘導を狙った天下り、自分の
利益のみを考えた巧妙なM＆Aや、限りなく灰
色に近い株式の取り引きといった、犯罪と紙一
重の実業とも虚業ともつかない経済行為が目に
つきます。

これらの技法は、違法行為ではないにしろ、法
律の抜け道を巧みについたものであり、道義的に
疑義のあるような条件や、機会を利用した取り引
きは、ロータリーの職業奉仕には馴染みません。
今、世間の注目を浴びているM＆Aも、会社

や従業員を救うために行うのならば、立派な実
業ですが、自分の利益のためだけに行う「会社
乗っ取り」ならば、ロータリーが定義する職業
とは程遠いもの、すなわち虚業と言わざるを得
ません。実業と虚業とは、社会に奉仕する事業
か否かで区別すべきです。
一見さんだけを相手にしていたのでは、事業
の発展は望めません。自分の事業に関係するす
べての人に奉仕をする心構えで事業を営めば、
その真摯な態度が顧客の心を打ち、必ずリピー
ターとなって再三その事業所を訪れたり、他の
顧客を紹介するという行動となって現れます。
別な見方をすれば、リピーターとなって再三訪
れたり、他の顧客を紹介しようと思う事業所は、
当然のことながら高い倫理基準を備えている事
業所だといえます。
自分の職業を通じて社会に奉仕するという心
構えで、ロータリーの奉仕理念に則った科学的
かつ道徳的な事業運営をすれば、必ず事業の継
続的な発展が得られることを自分の事業所で示
せば、同業者も当然それを見習うに違いありま
せん。その結果、業界全体の発展と高い職業倫
理が期待できるのです。
もしも、ロータリークラブの会員が職業倫理
にもとるような行為をしたら、当の本人が糾弾
されるのは当然ですが、クラブ内のロータリア
ン全員もその共同責任を問われるのです。不祥
事を引き起こした人がロータリアンでなくと
も、その地域社会で同一業界に属するすべての
ロータリアンは、ロータリーの理念を業界内に
浸透させることができなかった責任を免れるこ
とはできません。
最近、リコール隠しに狂奔した自動車業界、

土木業界の談合、建築強度計算の欺瞞などの不
祥事が問題になっています。これらの犯罪を起
こした人がたまたまロータリークラブの会員で
なかったことに安堵するのではなく、これらの
業界の倫理基準を高められなかった、同一テリ
トリーの中で同一の職業分類を持ったロータリ
アンの責任を問うべきではないでしょうか。
このような談話が炉辺談話で話されていま

した。
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『裁判員制度について』

長崎地方裁判所佐世保支部
判事補　　森　　大輔様

ＡがＢを刃物で刺したとします。次の場合、
Ａに殺意があったといえるでしょうか。「素朴」
に考えてみてください。
①Ａが、先端の鋭利な刺身包丁でＢの心臓を一
突きにした場合
②Ａが、先の丸まった果物ナイフでＢの左足を
突き刺した場合
多くの方が、①は殺意があるが、②は殺意ま
ではないとお答えになると思います。
次に【事例】について考えてみます。
（各テーブルにて討議）
色々な考え方が出ましたが、特に正解がある
わけではありません。この事例では、凶器が鋭
利な刺身包丁で、これをお腹目がけて突き出し
ているのですから、殺意があると考える方が多
いかと思います。しかし、「とっさに」包丁を
つかんでいることや、１回しか突き出さずに自
ら救急車を呼んでいることなども考えると、殺
そうというつもりまではなかったという結論に
なる方もおられるかもしれません。更に、「も
う全てに疲れました。」というＡの発言に注目
して、どうなってもいい、つまり、Ｂをどうし
ても殺したいわけではないが、仮に死んでしま
ってもかまわないという心理状態だったのでは
ないか、と考えた方もおられるかもしれません。
大切なのは、このように皆さんがお考えにな
ったとき、あるいは周囲の方と討議をされたと
き、果たして法律的・専門的な知識が必要だっ
たのかということです。刑事裁判で、専門家で
ある裁判官が判決を出す判断の過程は、結局の
ところ、先に述べた①や②のような、個別の事
実判断の積み重ねによって成り立っているので
す。そして、このような個別の事実判断に専門
的知識が必要なわけはなく、日常生活の中でつ
ちかわれた経験則こそがものをいうわけです。
だからこそ、市民が刑事裁判に参加するという
裁判員制度が意義をもってくるのです。

最近の報道等に接すると、刑事裁判で判断す
ることについての不安や抵抗感を示す市民の方
が相当多くいると伺われます。もちろん、刑事
裁判が簡単なわけはないのですが、裁判員制度
は、市民の皆さんに無理難題を強いるものでは
なく、むしろ、本日【事例】について皆さんで
討議していただいたように、日常生活でつちか
われた経験則を十二分に発揮していただき、専
門家である裁判官と一緒になって議論していく
ことで、より市民に納得してもらえる刑事裁判
を実現しようというものです。本日ご参集の皆
さまにおかれましては、このような趣旨をご理
解いただき、ご家族、ご友人、職場の方々等が
持つ裁判への不安を取り除かれますよう、なに
とぞご協力をお願いいたします。ご静聴ありが
とうございました。

【事例】
Ａ（妻）は、Ｂ（夫）と２人暮らしであるが、

Ｂは定職に就かず、もっぱらＡのパート収入の
みで生活していた。Ｂは飲酒するとＡに暴力を
振るう癖があり、日頃から夫婦喧嘩が絶えなか
った。
ある日、Ａがパートから帰ると、いつものよ

うにＢが飲酒していた。Ａは、またＢが怒り出
すと怖いと思って、無言のまま台所に向かった
が、Ｂは、Ａが無言であったことに腹を立て、
台所に入ってきていきなりＡを殴りつけた。Ａ
は壁に叩き付けられたが、Ｂが更に向かってく
るのを見て、とっさに流し台にあった刺身包丁
（刃渡り２０センチメートル）を右手につかんで、
Ｂに向けて１回突き出した。
刺身包丁は、Ｂの腹部に突き刺さり、肝臓を

貫通して背骨に達していた。すぐにＡが救急車
を呼んだが、Ｂは搬送先の病院で出血多量のた
め死亡した。Ａは駆け付けた警察官に現行犯逮
捕されたが、その際、「もう全てに疲れました。」
と述べた。
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（今週の担当　小川　　洋）
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卓話　会員　福田　金治 君

卓　　話


