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2015年6月11日

本日のプログラム

第1063回（本年度 第45回）例会

次回 6/18 のお知らせ

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　映画「海難1890」へのお誘い
　安達 昌弘 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　マジックショー
　早瀬 道圓 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

皆さん、こんにちは。2014-2015年度も残すところ1か月ほどとなりま
した。各委員会も次年度に向けて準備が進められていると思います。

6月はロータリー親睦活動月間になっております。私たちは親睦とい
う言葉を何気なく使っておりますが、ロータリーでは親睦を非常に大
切にし、ロータリーの原点などと言われております。この機会に、ロー
タリーで言う親睦とは何か考えてみたいと思います。
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2014-15年度第1062回（第44回例会）
幹事報告 (6/4)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は針谷会員です。よろしくお願いします。

■6月11日（木）の卓話は早瀬会員です。よろしくお願い
します。

■6月11日（木）、次年度第1回理事会を行います。新理
事、役員の皆様ご出席のほどお願いします。

■6月11日（木）、新入会員の戸田会員、井本会員、米山
奨学生楊さん、ピアニストの金田さんの歓迎会です。
よろしくお願いします。

■6月18日（木）の卓話は安達会員です。よろしくお願い
します。

■6月25日（木）の例会は今年度最終の夜例会です。皆
様お間違え無い様にお願いします。

■地区より「次年度会員増強セミナー開催のご案内」が
来ています。

　1. 日時　2015年6月20日（土）14：00～16：45

　2. 場所　大阪YMCA 2F大ホール

　嶽下会長エレクト、次年度会員増強維持委員長、ご出
席お願いします。

ポール・ハリスは“ロータリーの精神は親睦と奉仕の
調和に宿る”と言っておりますし、RIはロータリーの中
核的価値の一つに親睦を挙げております。また、“親
睦なくしては奉仕なし”などとも言われております。こ
のようにロータリーでは親睦を非常に大切にしてお
ります。

私たちロータリアンは、例会や様々なクラブ行事に参
加し、親睦を通じて奉仕の心を育み、家庭や職場、地
域社会や国際社会においてその奉仕の心を実践し
ていくことを求められております。

このような観点から、ロータリーでいう親睦とは、単に
同じクラブの中で飲んだり食べたりして仲良くするこ
とだけではなく、職業、年齢、性別、宗教、人種などの
異なる人々が、心を開いて交流を深めることにより芽
生えてくる、仲間意識や連帯感に裏打ちされた友情
（フェローシップ）を指すものと思われます。

友情を作り出すような親睦活動を行うことができれ
ば、会員の維持、増強や奉仕活動につながるのでは
ないでしょうか。

「ロータリーの友」6月号が皆様のお手元にあると思
います。RI指定記事とは、各国の公認誌に必ず掲載さ
れ、ロータリアンに読まれている記事です。

RI公認の雑誌が世界中で31誌あります。「ロータリー
の友」では、RIマークとページ上に「指定記事」と記入
してあります。

さて、早速ではありますがページを開いてご覧くださ
い。3ページ目より、RI指定記事、RI会長メッセージで
す。7ページから11ページが、世界中のロータリアン
が参加している親睦活動が紹介されています。17
ページから21ページに、国内外で盛んに行われてい
るロータリーデーが掲載されています。

5月5日のロータリーフェスティバルご協力感謝いた
します。ありがとうございました。

本日のメニュー

・マリネサーモンのタルタルソース 帆立貝のカクテル
・牛フィレ肉のステーキ

ベアルネーズと赤ワインソース温野菜添え
・レッドアンディーブとリーフのサラダ、コーヒー、パン



1. 弁護士法第56条1項に「弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合
会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を
害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべ
き非行があったときは、懲戒を受ける。」と規定されて
いる。

弁護士法第1条は、弁護士は国民の基本的人権を擁
護し社会正義を実現することを使命としていますが、
弁護士の使命と職務を全うし、国民の弁護士に対す
る信頼を維持向上させるためには、弁護士に対する
指導監督が充分に行われなければならないため、そ
の保障方法として懲戒制度がある。懲戒権は、所属弁
護士会及び日弁連のみが有し、国等の機関には弁護
士に対する監督権、懲戒権は一切ない。

2.弁護士に対する懲戒の種類は①戒告、②2年以内の
業務の停止、③退会命令、④除名の4種である。

懲戒処分は、官報及び大阪弁護士会の月報、「自由と
正義」という日弁連の機関雑誌によって公告がなされ
る。業務停止処分を受けた弁護士が一定期間弁護士
の業務をしてはならない義務に違反し、弁護士として
の職務を行ったときは、それ自体が新たな懲戒事由
となるうえ、その訴訟行為も違法なものとなる。業務
停止になると、受任している事件について依頼者との
委任契約を解除しなければならないし、直ちに依頼
者との顧問契約を解除しなければならない。

また、事務所を使用してはならなく、看板等の一切の
表示を除去しなければならず、弁護士の肩書、法律事
務所名を表示した名刺も一切使用できなくなり、バッ
ジも業務停止が終わるまで日弁連に返還しなくては
ならないし、弁護士資格を有することに基づいて弁理
士、税理士の登録をしている場合でも弁理士、税理士

の業務を行うことができない等の制約を受ける。

退会命令の告知を受けると、告知の日より所属弁護
士会から当然退会し、弁護士の身分を失うことになる。

退会命令が告知されると、もう弁護士ではなくなるの
で、法律事務を取り扱うと2年以下の懲役又は300万
円以下の罰金刑になる。除名は、弁護士である身分
を奪う処分で最も重い処分であり、3年間弁護士とな
る資格を失うことになる。そのため、一切の弁護士業
務を行うことは禁止される。

3.懲戒の請求は何人でも、当該弁護士に懲戒の事由が
あると思料するときは、当該弁護士の所属弁護士に
懲戒することを求めることができ、所属弁護士会は懲
戒請求がなされたときは、又は懲戒の事由があると
思料するときは弁護士会は綱紀委員会に事案の調査
をさせなければならない。

綱紀委員会では、請求された懲戒の事由があるのか
否か調査し、懲戒委員会に事案の審査を求めること
を相当と認める時は、その旨議決する。そして、弁護
士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審
査を求めなければならない。

そして、対象弁護士につき、懲戒の事由がないと認め
るときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないこと
を相当とする議決をする。大阪弁護士会の綱紀委員
会の毎年引継事案、新件事案がそれぞれ200件以上
であり、そのうち平成26年に議決された件数は242
件あり、懲戒委員会に審査を求める決議をしたのが
19件である。懲戒委員会では、平成26年は10名に戒
告、6名に業務停止処分をしている。

日弁連の綱紀委員会は、弁護士に懲戒の請求をした
のに弁護士会が弁護士を懲戒しない場合につき、懲
戒請求者に日弁連に対する不服申立を認められてお
り、この異議の申出に理由があるかについて審査する
機関である。

4.どんな非行行為によってどんな処分になるかというと、
戒告になった事例をみると

①2008年5月に懲戒請求者からAの遺産分割に備え
た財産調査を受任して調査費用21万円を預かり、
7,000円支出したが、2011年11月に懲戒請求者
から委任を解除され、預り金の返還を求められた
が、残金20万3,000円を返還しなかった事例。

②2012年11月懲戒請求者から懲戒請求者の母Aを
被後見人とする成年後見開始申立事件を受任し、

弁護士の懲戒制度

針谷 紘一 会員



▲事業所設立記念のお祝い：左から村橋 義晃会員、下岡 陽一郎会長

2013年1月に申立を行った。被懲戒者は2013年2月、
懲戒請求者からAを遺言者とする公正証書遺言の
作成を依頼され、Aの意思能力が制限されており、
将来遺言の効力が争われるおそれがあることを十
分に認識しながらこれを受任した。被懲戒者は、
2013年4月に公正証書遺言を作成するに当たり、
事前にAと面談して遺言の内容を確認せず、またA
の意思能力を確認するための手立ても講じなかっ
た事例。

③被懲戒者は、2008年10月、懲戒請求者らから自己
破産申立事件を受任し、着手金として合計90万円
を受領した。被懲戒者は、その後間もなく債権者ら
に対し受任通知を送付したが、2014年1月に懲戒
請求者らから委任契約を解除されるまで自己破産
申立を行わなかった事例がある。

次に業務停止事案であるが、

①被懲戒者は、亡Aの遺言執行者に就任し、2013年3
月から同年9月までの間に、遺産である預貯金等合
計6,538万円を被懲戒者の預かり金口座に入金す
る方法により預かった。被懲戒者は2013年3月か
ら同年8月までの間に預かり金のうち合計4,692万
円を事務所経費、生活費等に流用した。預かり金の
うち被懲戒者が支払うべき金員を完済していたが、
業務停止1年4月とされた。

②被懲戒者は、業務停止8月の懲戒処分を受け、業務
停止期間中Aから刑事告訴の依頼を受け、着手金
として30万円を受領し、B名義の告訴状を自ら警察
署に持参して提示した事案につき、業務停止1年と
された。

③被懲戒者は2007年10月、有限会社Aの代表者Bを
債務整理事務の担当者として雇用し、A社又はBか
ら依頼者の紹介を受け、翌2008年3月まで毎月
500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に
紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝
費の名目でA社に送金し、業務停止2年とされた事
案がある。

退会命令の事案として、

①被懲戒者は、2007年11月、懲戒請求者から懲戒請
求者を被告とする損害賠償請求事件を受任したが、
事件処理を怠り、懲戒請求者に対し、経過報告をし
なかった。また、4件の事件を受任したが、依頼者に
対し、経過報告及び結果報告しなかった外、4件の
事件について紛議調停がなされたが指定されたい
ずれの期日にも欠席する旨の連絡もしないまま出
頭せず、又2010年6月から13ヵ月間所属弁護士会
及び日弁連の会費合計49万0500円を滞納した。

②被懲戒者2010年11月から27ヵ月に渡って所属弁

護士会の会費及び日弁連の会費182万9,400円を
滞納した。

③被懲戒者は、2011年11月から12月までの間4回に
わたり、懲戒請求者らと連絡や面談することなく、
弁護士でないAが懲戒請求者らの紛争の相手方に
対して、被懲戒者名義の内容証明を送付すること
を許諾した事案がある。

除名の事案として

①被懲戒者は2010年10月から2011年1月までの間、
Aの遺言執行者としてA名義の複数の預貯金を解約
して合計1,192万円の払戻しを受け、相続人の承諾
を受けて被懲戒者名義の預かり金口座に払戻金を
入金し、預かり保管したが、相続人に無断で1,174
万円を払い戻し、他の業務等のために費消した。

②被懲戒者は2011年に懲戒請求者から破産申立事
件を受任したが、何らの手続をとることなく、2013
年7月まで放置し、懲戒請求者から受任事件の進
捗状況を聞かれ、懲戒請求者に対し、破産手続開
始決定済である旨の虚偽の報告を行い、破産手続
開始決定書等を偽造して懲戒請求者に交付した。

③被懲戒請求者は2011年5月に業務停止1年6月の
懲戒処分を受けたにもかかわらず、業務停止期間
の開始前にA、Bから受任した自己破産申立事件2
件につき、依頼者との委任契約を解除せず、着手金
110万円及び預かり金259万円を清算して返還し
なかった並びに業務停止期間中の2011年10月に
Cから債務整理事件を受任し、債務整理資金の名目
で800万円を預かり、債務整理に関する法的助言
を与え、預かり金をCに返還しなかった事案がある。



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 1名
欠席者 8名

出席率 73.33%
5月14日の修正出席率 96.66%
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下岡：ニコニコ

山本：針谷さん、卓話楽しみです。

嶽下：針谷会員、卓話楽しみです。ニコニコ

村橋：良い天気です

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：針谷さん、卓話ガンバッテ！

福田：月初です。ニコニコ

針谷：本日卓話です。よろしくお願いします。

高島：針谷さん、卓話楽しみです。

小林：今日は過ごしやすいお天気のようです。

北村：栗山さん、お見舞い申し上げます。
戸田さん、テレビ見ましたよ！

村上：ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

安達：次男の結婚のお祝いとゴルフコンペ優勝の御礼
針谷さん、卓話頑張ってください

西田：安達会員、ゴルフ優勝おめでとうございます。ニ
コニコ

戸田：テレビ見てくださり有難うございました。

大阪大手前RC　佐々木宏 様：
先日は高島様、嶽下様、ついでに妹と有難うご
ざいました。

本日合計 : ￥56,000
累　計 : ￥1,828,020

米山奨学生
みんなさん、こんにちは

いつもお世話になっております。ありがとうございます。

最近は留学試験と日本語能力試験のために勉強してい
ます。いい成績で合格ように頑張っています。

未来大学院での研究方向も大抵決めました。留学生と
して、わたしは留学で学んだ知識を企業に活かしたいと
思っています。わたしと同じように考えている留学生は
少なくありませんと思います。

このように、大学院では日系企業がグローバル化につい
て、留学生を採用するとか、そしてどのようにこういう人
材を活用するとか研究したいと思います。素晴らしい研
究ではありませんが、少しでも社会に役に立たれば満足
しています。

ありがとうございます。

●メイクアップ
安達 昌弘   4 月26日 天満橋ローターアクト
  35周年式典
北村 　譲   5 月  9 日 地区職業奉仕委員会
小林 俊明   5 月  9 日 地区職業奉仕委員会

●本日のビジター
広島南RC 久保　満 様
大阪大手前RC 佐々木 宏 様

●本日のゲスト
米山奨学生 楊　 宜　 様

戸田会員、テレビ出演予定

7月5日（日）

戸田会員が4チャンネルの「かけこみドクター」に出
演されます。

お時間がなくても是非ご覧ください。

米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）


