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月間テーマ（4月）

第1149回（本年度 第37回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 5/11 のお知らせ

♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　地価動向とインバウンド
　村上 俊二 会員

※次週、5月4日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　アレルギー性鼻炎
　栗山 博道 会員

本日は、会長経験者である前田隆司氏を再入会者としてお迎えする
事となり、大いに歓迎致します。これからのクラブにおいて、大いに活
躍を期待致します。

後ほど紹介者として早瀬会員より改めてご紹介をして頂きます。

先週、例会後の理事会にて、井戸本会員の出席義務免除申請を承認
し、暫く休会される事をご報告致します。



2016-17年度第1148回（第36回例会）
幹事報告 (4/20)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■4月20日（木）
本日は満村会員の卓話です。よろしくお願いいたし
ます。

■4月27日（木）
村上会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

又、同理事会において、次年度幹事予定者の永井会
員から提出された退会届の受理を承認し、4月10日
付にて退会される事となり、次年度の辻義光会員が
次年度幹事に就任される事がノミニー理事会におい
て承認されました事をご報告致します。

ロータリークラブは、会員数に関わらず、RIが定めた
定款や細則に基づいて、会員と運営組織の理事会が
運営にあたります。不測の事態においてもクラブ運営
に支障を来たさない様に対応していく事が必要です。

理事役員だけではなく、会員の皆様にもクラブ運営
にご協力をお願い致します。

■5月4日（木）
祝日の為、休会です。

■5月11日（木）
栗山会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■5月18日（木）
岡本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■5月25日（木）
西田会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■2017年春のRYLAセミナー
日時：5月3日（水）～5月5日（金）
会場：不死王閣
　　  池田市伏尾町128-1
ホストクラブ：池田くれはロータリークラブ

■第2回クラブ社会奉仕委員長会議
日時：5月13日（土）　14：00～16：00
会場：大阪府社会福祉会館
※辻 義光委員長、出席のご予定をお願い致します。

■春の家族会「奈良霊山寺にてバラの鑑賞と国宝の
仏像等の拝観」
日時：5月14日（日）　10：00 太閤園駐車場に集合

■会長杯ゴルフコンペ
日時：5月20日（土）　集合7：30（スタート8：24）
ゴルフ場：万壽ゴルフクラブ

本日のメニュー

・オードブル
・帆立貝のサーモン巻きと

温野菜ケッパーとトマトハーブソース
・ポテトとトマト・アーモンドのサラダ、コーヒー、パン



本年2月14日午前10時に、職業奉仕企画として傍聴を
した裁判員裁判事件のその後についてお話しさせて頂
きます。事案のおさらいですが、男性が交際していた女
性の首を絞めて殺害したという事案で、弁護側は、暴れ
る女性を制止するために、格闘技の絞め技を使ったが、
死因は危険ドラッグの影響にあるので無罪であると主
張しました。つまり、本件は否認事件でした。

弁護側の冒頭陳述で、ペーパーを見ないで裁判員に語
りかけるという巧みな技法を用いて、強く無罪を印象付
けていました。

傍聴後の参加者の感想を聞くと、複数の交際相手がい
ることや、危険ドラッグを使用していたという被告人の
素行の悪さから、有罪にして欲しいというような意見が
ありました。検察は、動機として交際上の喧嘩の延長で
ある等と主張していましたが、認められませんでした。動
機が不明なまま判決となったのです。

結果は、検察の求刑した懲役18年に対し、判決は懲役9
年でした。理由は、頸を絞めた当初は殺意がなかったが、
途中から「死んでもいい」という心情に変わったもので
あり、未必の故意を認め、犯情として確定的故意に問う
程悪くないというものでした。

判決が検察の求刑の半分以下になるというのは、弁護
側の成果である反面、検察側の失態となり、最高検、高
等検、地方検の3庁協議の対象になるという重大な結果
になっています。

ところで、一般的な犯罪成立要件として、構成要件該当
性、違法性、有責性が掲げられます。構成要件とは、「他
人の財物を窃取した（窃盗罪）」、「人を殺した（殺人罪）」
というように、定型的に見て違法な、しかも定型的に見
て行為者に非難を帰するのが適当な行為の法的特徴
を挙げたもので、違法類型であると共に有責行為類型

裁判員裁判傍聴のその後について（未必の故意とは）

満村 和宏会員

とされています。つまり、違法・有責な行為の法的定型が
構成要件です。

構成要件を充足すると、次に違法性の検討をしますが、
ここでは、違法性阻却事由、例えば正当防衛や緊急避難
を検討します。その次に、有責性を検討します。これは、
主観的要件であり、責任の程度の問題と、適法行為の期
待可能性が問題になります。例えば、第三者の心理的強
制の下で、抵抗できないまま行為に及んだ場合などです。

ここで、人の死に対する刑事法的評価を考えてみましょう。

犯罪は大きく分けて、故意犯と過失犯に分類されます。
過失犯は、「人を死に致らせる」と表現するのに対して、
故意犯は「人を殺した」という表現をします。故意犯は過
失犯に比して、社会的非難の程度が強く、量刑に反映さ
れます。

構成要件的結果惹起を認識し、認容することが故意の
判断基準（認容説）で、過失犯との違いは、認識の部分
になります。

例えば、人を殴ったところ、死んでしまったという事案に
ついて見ると、「死んでもいい」と思っていた場合、故意
犯の殺人罪が成立するのに対し、「死ぬとは思わなかっ
た」場合、過失犯の傷害致死罪が成立するのです。しか
しながら、故意と過失が判然と区別できるかというと、実
は難しい問題があります。

例えば、「ふぐの肝を食べさせたら、死ぬかもしれない。」、
「首を絞め続ければ死ぬかもしれない。」、「青酸化合物
を飲ませれば死ぬかもしれない。」と言う話を聞くと、なる
ほどと思われるかも知れませんが、どの程度の量を食べ
れば、或いはどの程度の時間頸を絞めれば人は死ぬの
かについて、理解している人はどの程度いるでしょうか？

「このまま首を絞めると、死ぬかもしれないがそれでも
構わない」と思ったという場合、未必の故意が認められ
ます。これに対して「このまま絞め続けても死ぬはずはな
い」と思っていたとすると、認識・認容がないので過失犯
になります。

しかし、この関係は決して明確に線引きが出来るもので
はありません。故意の判断は、客観的事実に基づいて行
います。一般人の認識として、死の結果を予見できるか
どうかを慎重に判断します。ここで、一般人にとって、肝
の致死量を知っているか、頸部圧迫による致死可能時
間を知っているかが問われるのです。知らなければ、過
失になる可能性が高いのです。

弁護人の弁護方針として完全黙秘（完黙）をさせること
があります。いわゆる黙秘権の行使です。これによって

捜査機関による自白強要を回避し、捜査手法を適正に
させるという効果があります。しかし、完全黙秘により、
検察官は間接証拠を積み上げることによって故意を立
証することに力を注ぎます。自白がない場合、確定的故
意ではなく、未必の故意を立証することが多いでしょう。
つまり、完黙には、間接証拠の評価次第では未必の故意
が認められるというリスクがあるのです。

和歌山カレー事件（犯人性を争った事件）について、ヒ
素の致死量の研究資料がないので、致死量について一

般人が知り得たと言えるかは疑問の余地がありした。そ
こで、弁護側が完黙ではなく「死ぬとは思わなかった」と
いう過失の自白をさせたとしたら、検察は故意の立証を
あきらめていたという話を検察関係者から聞いたことが
あります。犯人性を争っていたため、完黙も選択肢として
選ぶことはやむを得なかったかも知れませんが、故意
犯か過失犯かの判断の違いによって、死刑か有期懲役
かという結果になることを知ると、刑事事件のあり方に
ついて考えさせられるのではないでしょうか。
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【確認、報告事項】

1．出欠確認、配布資料の確認

2．17-18年度活動方針・活動計画について報告、説明

3．第2回委員会
5月18日（木）

場所：太閤園　11：00～

議事進行：藤本副委員長

議事録作成：米倉副委員長

【審議事項】

1. 親睦活動小委員会当番表
辻（義）会員→前田会員に訂正　⇒［ 報告 ］

2. 9月16日（土）家族親睦会
・舞洲スポーツアイランドでのバーベキュー

16：00～18：00　⇒［ 承認 ］

・予算案　⇒［ 継続審議 ］

3. 10月21日（土）クラブ創立25周年記念例会・祝賀会

・クラシック音楽演奏　⇒［ 承認 ］

・予算　⇒［ 継続審議 ］

4. 12月23日（土）クリスマス家族会（太閤園 桜苑・庵）
・クラシック音楽演奏

・Ｍｒ.オクチ氏による手品ショー

　⇒［ 承認 ］

・ビンゴorくじ引き　⇒［ 継続審議 ］

・予算案　⇒［ 継続審議 ］

日　時：2017年4月20日（木）17：55～19：00
場　所：大阪倶楽部2階レストラン
出席者：北村・金森・嶽下・木村（眞）・辻（義）・栗山・梅原・米倉・藤本・事務局 江川　 以上10名（敬称略）

配布資料：
・ 第1回 親睦活動小委員会レジュメ ・ 親睦活動小委員会懇親会出欠表
・ 次年度に備えての第1回親睦小委員会・懇親会のご案内 ・ 17-18年度委員会活動方針及び活動計画
・ 親睦活動小委員会当番表 ・ 2015-2016年度クリスマス家族会　決算
・ 2016-2017年度クリスマス家族会　決算

第1回　次年度親睦小委員会議事録

5. 1月25日（木）上半期新入会員歓迎例会
3月？日（？）家族親睦会、（4月、5月予定）

　※他の事業との関係

6月28日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

　⇒［ 継続審議 ］
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会員増強・最強タスクチーム進捗状況

会員皆様のご協力により、4月20日（木）前田会員が入

会されました。チャーターメンバー、会長経験者でもおら

れ、今後既存会員のご指導また、奉仕事業においても大

いに活躍されると思います。

同日、各チームリーダーより会員増強・維持TASKチーム

の第三回進捗状況提出がありました。集計報告をさせ

ていただきます。

TASKチームは、大阪中之島RCにとりまして初めての試

みでもあり、大阪中之島RCオリジナルの会員増強・維持

TASKチーム作戦を考えました。会員全員の方が参加

し、データーでも進捗状態が把握でき、「単年度」でも問

題の無い継続的な、いわゆるクラブ戦略計画でもあると

思います。

この会員増強最強TASKチーム作戦は新入会員の発掘

の目的はありますが、会員全員の方が会員増強・維持に
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＊「進捗確認項目」に各チーム人数を明記しました。
次回のタスクチームの提出は2017年8月17日（木）です。次年度もご協力宜しくお願いいたします。
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1
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 1

 1

3

 1

1 / 1

1 4 / 2

 1

会員増強・維持委員長　檜皮 悦子

関してアクションを起こし、意識していただく事だと思い

ます。

データーが示す様に、第一回目の提出時は多くの入会

候補者がおられますが、二回目、三回目になるにつれ

て、候補者が中之島ロータリークラブに相応しい候補者

に絞られているように思われます。

今後とも、ご協力宜しくお願いいたします。

※2016年10月20日・2017年1月26日・2017年4月20

日に各チームリーダーにより第一回・二回・三回TASK

チームの進捗状況が提出されました。A～Jチームの

結果報告させていただきます。

※第一回進捗状況は黒色・第二回進捗状況は赤・第三

回は青で書かれております。

「進捗確認項目」

①電話・メールにて連絡した

②ロータリーの友、週報を送付した

③入会を勧める目的で面談した

④ゲストとして例会に招待した

⑤会員資格、入会条件などを説明した

⑥当人が入会推薦者となることを承認した

A～Jチーム2016年10月20日・2017年度1月26日・4月20日入会推奨者進捗状況



ニコニコBOX

村橋：満村会員、卓話宜しくお願い致します。

嶽下：ニコニコ

杉村：前田さん、お帰りなさい。本日もよろしくお願い
します。

満村：今日の卓話、どうなることか。ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：前田さん、お帰りなさい。

高島：健康に気をつけましょう。

辻（一）：ニコニコ

下岡：前田さん、よろしく

前田：皆様、宜しくお願いします。

村上：満村さんの卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：前田さん、ご入会おめでとうございます。

木村（佳）：ニコニコ

戸田：本日、中学校の検診のため早退します。満村さ
ん、ごめんなさい。

坂本：ニコニコ

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥41,000
累　計 : ￥1,839,220

20
4

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.66 %
3月30日の修正出席率 81.25 %

●メイクアップ
下岡 陽一郎   4 月  4 日 大阪天王寺RC
戸田 佳孝   4 月11日 吹田江坂R

前田 隆司会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ! 中之島ロータリークラブへ


