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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」　　　

●ゲストの紹介

　　金光八尾高校インターアクトクラブ

　　　　顧問　前田裕子様 　森祥太郎様

　　米山奨学生　陳　韋宏様

●秋の叙勲・褒章お祝い

　　　旭日小綬章　　中西啓詞会員

　　　藍綬褒章　　津田伸一会員

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

12/20　「上半期を振り返って」　菅野茂人会長

1/10   新年初例会　（シェラトン都ホテル）

1/17　「職業奉仕月間に因んで」

　　　　　　職業奉仕委員会　飯田寛光委員長

　大阪ネクストＲＣの10周年記念式典に参加させていただき

ました。片山ガバナー、近藤、井上両PG、四宮GNが参加さ

れ執り行われました。記念講演として日本全国の新世代クラ

ブと言われる五つのクラブが、ＲＣの認知度向上についてと

いうテーマでパネルディスカッションが開催されました。さす

がに新世代クラブと言われるだけあって興味深い話が多く、

あっと言う間の１時間でした。フェイスブック、グーグル等を使

い、いち早く多くの情報を安く共有出来ること、また認知度向

上にも欠かせないツールである事を実感しました。

　変化する事は必然と思いますが、其によって無くしてはい

けないものも必ずあります。しっかりとした見識が問われてい

る時代であると思います。

　さて、認知度向上と言えば、私達の社会奉仕事業でありま

す。「八尾のまちに灯りを」をテーマに行っています本町２丁

目公園のクリスマスイルミネーションですが、3日の日曜日に

無事点灯式が開催されました。

　ロータリーメンバーはもとより、田中市長はじめ市役所職員

の皆さん、田中会員にお世話頂いた子供食堂の子供達と御

父兄の皆さんと多くの方々の参加と、福田会員の司会でお

おいに盛り上がった点灯式となりました。

第2751回　例会　プログラム 会　長　の　時　間

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



　児林委員長はじめ社会奉仕委員会、設営には電気工事吉

田会員、ツリー・電灯設置に稲田会員に会社上げて協力して

頂き、ロータリーの看板は宇野副会長、笠井会員に製作、資

材提供して頂きました。本当に手作りで行った事業です。

　しかし素人が作ったイルミネーションですが、なかなかの出

来映えです。流行語じゃありませんが、インスタ映えすると多

くの方々が立ち止まってスマホで撮影しています。ロータリー

の認知度向上に役立つものと信じています。

▼2日に大阪ネクストＲＣの10周年式典に会長、幹事

で出席しました。

▼3日に越中八尾ＲＣの50周年記念事業に澁谷・濵

岡会員が参加されました。

▼3日に社会奉仕事業のイルミネーション点灯式を

実施しました。

▼次週PM5：00～例会です。ご家族もご出席ください。

▼新年の初例会は1月10日PM6:00から開催します。

当日はPM4:00から理事会を行います。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼山徳様よりご案内のチラシが配られておりますが、

山村若静和様こと居相会員の娘様が出演されます。

2018－2019年度　理事役員候補者

会 長　：　山本勝彦

直前会長　：　菅野茂人

副 会 長　：　稲田賢二・柏木武生宜

幹　　事　：　澁谷登志和

会　　計　：　吉本憲司

Ｓ Ａ Ａ　：　野村俊隆

クラブ奉仕担当理事 ： 稲田賢二・柏木武生宜

職業奉仕担当理事　：　山陰恭志

社会奉仕担当理事　：　松井良介

国際奉仕担当理事　：　小谷逸朗

青少年奉仕担当理事　：　大槻恭介

会長ノミニー　：　笠井　実

　以上の方々が、承認されました。

▼濵岡　千寿郎　会員

　12月の極寒のときに生まれ、すぐに帰国しました。

新生児にとっては、命を落としてもおかしくない状況

でした。そして小学生のときも、病気で死にかけまし

た。それがもうすぐ、父の年齢を越えます。今まで生

きながらえてきたことに感謝し、少しでもお役に立て

るよう頑張っていきたいと思います。

▼親睦活動委員会・藤田　隆司　委員

　次週の忘年家族会のお申し込みは、本日で締切とさ

せていただきます。明日以降はキャンセル料が発生い

たします。また本日例会後、委員会を開催します。

▼米山奨学生・陳　韋宏　様

　先月、地区大会に参加しました。米山学友の先輩の話

を聞きました。また人工知能の話は、とても勉強になりま

した。

▼越中八尾50周年特別委員会・

　　　澁谷　登志和　委員長

　今月の2、3日に濵岡副委員長と越中八尾ＲＣ様の50

周年記念事業に参加してまいりました。またその際にお

土産をいただきましたので、本日お配りしております。

　先方の岡本会長より「50周年式典には、こぞってご参

加ください」とのことです。

幹　事　報　告

年 次 総 会 を 開 催

そ の 他 の 報 告

傘 寿 の お 祝 い



「刑事裁判と裁判員制度」

▼松岡　伸晃　様

　八尾RC様には平成21年から

26年まで在籍させていただきま

した。当時は例会時に予定が入

っておりましたため、本意ではなかったのですが退会さ

せていただくことになりました。その節は失礼致しました。

　今回はこのような機会をいただきうれしく思っています。

　本日は、皆さんも当事者になる可能性がある裁判員制

度についてお話しします。裁判の手続きの流れなどをご

紹介します。

　裁判では冒頭陳述から証拠調べ、弁論の手続きを経

て判決となります。最初にまず人定質問として、本人か

どうかを確認します。ときどきですが、氏名を黙秘する人

もいます。そして起訴状を朗読、被告の権利の告知をし

て、異議や意見があるかたずねます。

　弁護士とは事前に打ち合わせをするのですが、ときど

き突然、それとは違うことを裁判で言い出す人もいます。

　刑事訴訟の前提は、まず検察官の立証が求められま

す。もしも無罪を争う場合は、それまでの証拠や調書が

使えないため、証人全員に裁判へ来てもらわないといけ

ないので、裁判の期間が長くなります。

　起訴状の朗読が行われるまでは、裁判官は事件の内

容について何も知らない状態です。

　検察官が起訴すれば、９割９分有罪になります。有罪

になるかどうか、あやしいものは起訴しません。あくまで

も、有罪を立証できるかが問われますので、それができ

なければ無罪になります。

　裁判員裁判では裁判官３人に加え、６人の裁判員が

参加します。先に説明したような流れで進むのですが、

法廷にはディスプレイ画面が設置されるようになりました。

裁判員に、できるだけわかりやすいようにとの配慮です。

　裁判員制度の対象となる事件は、人が死亡した場合

などです。強盗がけがをさせ死亡させた事件や危険運

転の事件など、大きな裁判で裁判員が登場します。

　裁判員に選ばれる際の流れとしては、前年の秋ごろに

選挙管理委員会がリストアップして、通知します。そこに

は辞退する際の理由なども書かれている。

　再度くじにより候補者を選び、選任手続きの日時が知

らされます。そのときには裁判所から、いろいろと質問さ

れます。そして選ばれたら裁判員を務めることになります。

　アメリカの陪審員は有罪か無罪かの判断のみなので

すが、日本の裁判員の場合は量刑まで決めなければい

けないので、大変だと思います。

　裁判員には毎年約23万人が候補にあがります。選ば

れたら「しまったな」と思うかもしれませんが、もし選ばれ

た場合には、ぜひ積極的に参加してください。

　殺人事件の場合などには、もちろん写真もたくさん出

てきます。裁判員はそれらを見ないといけないのです。

　私も裁判員裁判を担当したことがあり、無罪を争ったこ

ともあります。そのときの判決は、３年６ヶ月の実刑判決と

なりました。無罪をめざしたにもかかわらず、有罪のみな

らず実刑という厳しい結果に、びっくりしました。

　やはり裁判員の量刑に対する感覚も、判決に影響する

のだと実感しました。

▼菅野会長 松岡様、お久しぶりです。本日卓話よろ

しくお願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時：２０１７年１２月６日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.新入会員（曽家清弘様）の件

4.中西啓詞会員叙勲・津田伸一会員褒

章のお祝いの件

5.ＲＩ細則第22条・ロータリーのウェブサイ

トを改正する件を2019年規定審議会に立

法案として提出する件

6.忘年家族会米山奨学生・ピアノ先生・

事務局参加の件

7.忘年家族会金光八尾ＩＡ顧問参加の件

8.八尾市青少年問題協議会委員の派遣

依頼の件

9. 新年初例会の件

10. 4クラブ（四和会）内会員訃報の件

11. 事務局年末年始休暇の件

理事会議事録

卓　　　話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

11/22

11/29

12/6

会員数

55

55

55

出席

39

42

40

うち出席規定
適用免除者

9

11

10

メーク
アップ

1

出席率

81.25％

84.00％

81.16％

確定
出席率

83.33％

▼長竹幹事 松岡先生卓話宜しくお願いします。い

つ戻られますか？

▼佐野会員　初例会松下先生のお陰で君が代・奉

仕の理想良い声が出ました。有難うございます。

▼中島・井川会員 在籍内祝い。

▼居相会員　「上方舞に触れる夜」開催２月６日山村

若静和は、私の娘です。よろしければご覧ください。

▼中西（啓）会員　松岡先生本日の卓話をよろしく！

▼中川（將）会員　佐野様、高井様、宇野様、先日は

御大変お世話になりました。松岡弁護士ようこそ。誕

生内祝い。

▼山本（昌）会員　次週、忘年家族会、出席よろしく

お願い申し上げます。

▼山本（勝）会員　本日の年次総会、よろしくお願い

申し上げます。

▼笠井会員　良い事がありました。

▼飯田会員　佐々木先生、お世話になります。

▼田中会員　先日の「街の灯りを、心にぬくもりを」社

会奉仕事業に子供食堂２５名招待頂きありがとうござ

いました。児林委員長、大変お世話になりました。

▼濱岡会員　誕生内祝い。

▼柏木会員　児林委員長クリスマスイルミネーション

点灯式おめでとうございます。松岡さんご無沙汰して

います。卓話楽しみにしています。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼児林会員　ひきこもりシンポジウム、クリスマスイル

ミネーション点灯式参加ありがとうございました。

▼西村会員　イルミネーション点灯式ありがとうござ

いました。例会欠席お詫び。

▼小谷会員　松岡先生卓話よろしくお願いします。

▼大熊会員　いつもありがとうございます。誕生内祝い。

▼福田会員　点灯式お疲れ様でした。在籍内祝い。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

忘年家族会
(ヒルトンホテル)

理事会

イルミネ
ーション
点灯式

（例会休会）

月

疾病予防と
治療月間

月 火 水 木 金 土 日

（例会休会）

理事会・初例会
(シェラトン都ホテル)

月職業奉仕月間
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