
　 新たに2名の方の推薦があり、承認いただき
ました。オリエンテーションを行います。

　（2名の方は、次年度に入会をされる方です）
３．台南RC歓迎会の決算について
　 予算よりマイナスで決算することができ、ご

承認いただきました。
４．職場訪問の決算について
　 ほぼ予算案通りにてご承認いただきました。

５ ．官
カア

　家
ジャシン

興さん（元佐世保RC国際奨学生、
元米山奨学生）から、お米500kgを寄贈いた
だきましたが、その配布方法等について、確
認致しました。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ゲスト
　米山奨学生       B
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UI, C
チ
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テ ィ
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ICHさん 
◯ビジター
　佐世保東RC パストガバナー 市瀬久米嘉さん
　佐世保北RC 富田　耕司さん

■小
お が わ

川信
し ん じ ろ う

次郎さん
　西部ガス㈱  佐世保支店
　支店長
　推薦者：遠田　公夫さん
　　　　　松尾　文隆さん
カウンセラー：松尾　文隆さん
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会

 会長　石井　正剛さん
　6月になりました。ロータリー
の新年度へのカウントダウンが
始まりました。
　昨年の今頃の長島直前会長の
笑顔と声が耳元に蘇ってまいり
ます。
　「へへへへ　もう直ぐ、お前の番ぞ」
　あまり笑わない方だと思っておりました。全
く別人のようでした。　　
　私も「最近、自然とほほの筋肉がゆるんでい
るのがわかるんです」と言いましたら、「大変
だね、頬の筋肉が緩めば口が常に半分開き状態
でしょう。気をつけて」と言われました。考えて
みれば、ほほの筋肉は緩んでいるのではなく、
持ち上げることで笑顔になるのでした。
　ではこんな時どんな表現をすればよいのでし
ょう。「口元が緩み」と言えばいいのでしょう
か？……こんな他愛もないことを考える今日こ
の頃です。
　本日11 : 00より、第12回理事会を行いました
のでご報告致します。
　本日の議題は以下の5項目です。
１．クラブ協議会について
　 6月18日㈬、25日㈬の例会はクラブ協議会で

すが、その発表について確認致しました。
２．新会員入会について　
　 オリエンテーションを終了された方が1名、

本日、理事会でご承認を戴きましたので、封
書にて皆様にお送り致します。ご確認くださ
い。
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２．メイン料理はフィレステーキ。
　 その前に、ⅰ）ロブスター　ⅱ）クラブレッグス
（たらばガニの溶かしバター）のチョイス。

３．入場に写真付きIDカード、身分証明書等
　 パスをお持ちかどうかのチェックもしていま

すので、ご協力ください。

 米山奨学生　B
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ICHさん
　こんにちは。今日は私の2回目
の例会ですが、緊張感は1回目と
あまりかわりません。今から、
私の状況を報告させていただき
ます。
　私は留学する前の日本大学生
活のイメージはすごく楽しくて、勉強しなが
ら、サークルに参加し、色々な体験ボランティ
ア活動が出来る生活でした。しかし、実際日本
に来たら、そうではなかったです。毎日学校が
終わったら、すぐアルバイトに行きました。大
学生活は、勉強とアルバイトしかありませんで
した。友達と遊ぶ時間もありませんでした。ほ
とんど一人ぼっちでした。
　そして、ある出来事が私の大学生活を変えま
した。それはロータリー米山記念奨学会の奨学
金を頂けることです。まずは、多くの人々に出
会えました。同期の奨学生たちとそして皆様方
に出会えて、とても光栄だと思っています。
　次はサークルに参加できて、友達も増えまし
た。１年生のときからずっと入りたかった軽音
サークルにやっと入れました。そしてローター
アクトを通し、色んな体験を出来ました。先週
は陶芸体験をして、楽しかったです。アルバイ
トはあまりしなくても大丈夫になっていますの
で、時間の余裕が出来、勉強や困っているベト
ナム人の後輩にもアドバイスや相談相手になり
ました。
　今後も積極的にボランティアを参加し、今自
分が出来ることを貢献したいです。ご指導のほ
どお願いいたします。
　御清聴ありがとうございました！

 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん

○結婚記念月（5月）のお祝い
　円田　三郎・幸子　さん ご夫妻（3日）
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 幹事　増本　一也さん
１．RI第2740地区
　　ロータリー財団委員長 山田　　晃さん
　　補助金委員会委員長 西川　義文さん
　�ロータリー財団委員長会議及び奨学生壮行会
のご案内

　　日時／2014年6月22日㈰
　　場所／長崎インターナショナルホテル（大村市）

■社会奉仕委員会 委員長　中川　知之さん
「�空き缶回収キャンペーン」の報告
 　平成26年6月1日㈰9:00より名
切公園の「友愛の森」を清掃致し
ました。参加者は11名でした。
　お疲れ様でした。

■ローターアクト委員会 委員長　髙瀨　宏滋さん
　先日6月1日に行われました、
長崎国際大学RACの第100回記
念例会のご報告を致します。
　6月1日㈰ 10 :00より波佐見町
にある陶芸の館「くらわん館」で
行われました。
　今回石井会長、増本幹事、大神吉史さん、事
務局の山田さんの5名で参加してまいりました。
　100回記念例会という事で他地区からもロー
ターアクトメンバーが参加され、楽しい記念イ
ベントをとり行うことができ、ロクロや手びね
り、絵付けなど、皆さんが自由に作品を作られ
いい体験が出来たと思います。
　石井会長、増本幹事、大神さんは素晴らしい
湯呑みを作り上げられたのに対して、私の場合
は湯呑みを作っていたら、最終的に小鉢になっ
てしまい、自分の不器用さを痛感しました。
　次回また行く機会がありましたら、今度こそ
湯呑みを作りたいと思います。

輪飲クラブ幹事　安福鴻之助さん
　来週6月13日㈮ハーバービュー
クラブで「オーパスワン」を楽
しむワイン会が開催されます。
１．おかげ様で参加者は定員24
　人に達しました。

委員会報告

慶　　　祝

幹 事 報 告

輪飲倶楽部より

ごあいさつ



円田　三郎さん、大久保利博さん
木村　公康さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

-----------------------------------------

【6月4日分】
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、西村　一芳さん
松尾　　貴さん、前田　文智さん
米倉洋一郎さん、山口　剛史さん
黒木　政純さん、円田　　昭さん
髙瀨　宏滋さん、福田　金治さん
河原　忠徳さん、橘髙　克和さん
木村　公康さん、川口　博樹さん
佐藤　　淳さん、富永　雅弘さん
池田　真秀さん、大神　吉史さん
芹野　隆英さん、平尾　幸一さん
大久保利博さん、坂元　　崇さん
　吉田英樹会員の卓話に期待して。

安部　直樹さん
　昨日までの高校総体で、ソフトボール、バレ
ー、硬式テニス、弓道と4つのクラブで優勝で
きました。皆様方のご声援を感謝します。

市瀬久米嘉様（佐世保東RC　パストガバナー）
　久し振りのメークアップです。お世話になり
ます。

『佐世保における事件の動向』
　新会員　吉田　英樹さん
 （つくも総合法律事務所　弁護士）

１．初めに
　弁護士の仕事に関して、各種
事件毎にその特性などについてお話したいと思
います。弁護士の仕事は大きく分けて、刑事事
件と民事事件に分けることができます。弁護士
は刑事事件では弁護人、民事事件では代理人と
呼ばれます。

　田中　信孝・さと子さん ご夫妻（7日）
　大久保利博・美香　さん ご夫妻（9日）
　木村　公康・智里　さん ご夫妻（23日）

 親睦活動委員会　木村　公康さん
【5月28日分】
ガバナー補佐　松尾　清治さん（北松浦RC）
　ガバナー補佐として最後の訪問になりまし
た。一年間、本当にありがとうございました。

西尾　弘毅さん（北松浦RC　3年前のガバナー補佐）
　その節はお世話になりました。今日はお世話
になります。

玉野　哲雄さん
　連続出席35年の表彰を松尾ガバナー補佐より
いただきました。大変ありがとうございます。

安部　直樹さん
　ハイスクール茶会は、お陰様で400人の高校
茶道部、4,000人のお客様を迎えて、盛会裡に
終了致しました。
　佐世保ロータリークラブ、又会員の皆様の温
かいご支援、ご協力に対しまして、深くお礼を
申しあげます。ありがとうございました。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
橘髙　克和さん、山縣　義道さん
玉野　哲雄さん
　松尾ガバナー補佐、西尾パストガバナー補佐
のご来訪を歓迎します。

増本　一也幹事、髙瀨　宏滋さん
福田　金治さん、大神　吉史さん
松尾　文隆さん、松尾　慶一さん
　ローターアクトメンバーの卓話に期待して、
ニコニコします。

（3）

ニコニコボックス

ニコニコボックス 5月28日合計 26,000円
 6月  4日合計 28,000円
 累　　計 996,000円

◇

卓　　話



２．刑事事件について
　私が弁護人をつとめた過去の刑事事件におい
て、一番多いのは窃盗事件です。そして、その
中で一番多いのは、いわゆる万引きの事案で
す。また、他にはいわゆる下着泥棒もありま
す。いずれも繰り返す傾向にありますので、刑
罰という観点のみならず、治療という観点も重
要なのではないかと考えております。
　次に多いのは、いわゆる交通事故の事案で
す。わざと起こしたものではないにしろ、人が
亡くなっている場合などは、弁護人としても気
が重いです。
　次は、詐欺の事案が多かったです。内容は無
銭飲食や無銭宿泊などが大半です。あと、犯罪
組織は他の土地に比べて佐世保では少ないと思
うのですが、覚せい剤事犯も佐世保で起こって
います。猥褻や傷害の事件もあります。強制猥
褻の事案で謝罪の場に立ち会う時は、弁護人と
してもつらいものがあります。あとは、佐世保
は海に近い土地柄ということで、密入国の事案
もあります。

３．民事事件について
　私が代理人をつとめた民事事件で一番割合が
高かったのは、多重債務問題です。一時話題に
なっていた過払金返還請求や破産申し立てなど
です。またこれに関連するものとして管財事件
も多いです。管財事件とは、簡単にいうと、個
人や法人が破産した場合、換価できるものは換
価して債権者に配当する手続きのことです。管
財人は裁判所が選任します。
　次に多いものとしては、男女問題がありま
す。離婚などです。この類型の事件は、感情が
ぶつかり合い、紛争が泥沼化する可能性があり
ます。当事者のみならず、その親も参加して紛
争が複雑化することもあります。
　相続問題も多いです。相続財産が現金や預貯
金だけなら分割しやすいのですが、個性のある
土地や株等がある場合は、誰がそれを取得する
か、またその価値評価をどうするか等で、紛争
解決まで時間を要することがあります。賃貸物
件の明け渡しや交通事故の依頼もあります。
　あと個人的な見解ですが、後見関係の事件も
増えてきている気がします。高齢で判断能力が
低下したことから家庭裁判所に後見開始の申し
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（今週の担当　佐藤　　淳）
 （カメラ担当　城島　一彦）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

＊6月  例会予定＊

 6月18日　クラブ協議会

 6月25日　クラブ協議会

平成26年6月1日　長崎国際大学RAC第100回記念例会
陶芸体験　陶芸の館「くらわん館」にて

平成26年6月1日　空き缶回収キャンペーン

立てをしたり、また家庭裁判所から後見人に選
任されたりします。
　他に刑事事件の被害弁償に関するものや、親
権者変更の申し立ての依頼を受けたりすること
もあります。

４．まとめ
　最後に悩み事がある場合は、専門家に早期に
相談されるといいと思います。何らかの問題解
決のヒントがあるかもしれません。


