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ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

第1204回（本年度 第47回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

6月18日に大阪北部で起こった震度6以上の地震は、気象庁が地震
観測を始めた1923年以来初めてとのことでありました。震源地と思
われる有馬－高槻断層帯では、1596年に起きた慶長伏見地震
（M7.5）から大きな地震は無く、近年の長期評価では、今後30年間の
地震発生確率は0.1%未満とされていましたが、日本が地震活動期に

本日のプログラム

次回 7/5 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長幹事新年度方針
　西田 末彦 会長
　藤本 淳司 幹事

♬SONG : 「4つのテスト」
■今年度最終夜例会
　会長・幹事退任挨拶
　例会  　18：00～  オーキットテラス
　懇親会  18：30～  オーキットテラス



■本日の卓話は山本会員です。山本会員よろしくお
願いいたします。

■6月28日（木）は今年度最終例会です。下半期新入
会員歓迎会の夜例会です。
村橋会長、辻幹事の退任挨拶を行います。

2017-18年度第1203回（第46回例会）
幹事報告 (6/21)

幹事  辻 義光

●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 1名
免除会員 2名 国内ゲスト 1名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 2名

出席率 93.10 %
5月31日の修正出席率 86.20 %

●メイクアップ
杉村 雅之   6 月  2 日 甲子園前夜祭
高島 凱夫   6 月  2 日 会員増強セミナー

ニコニコBOX

村橋：C.P.ヘンリーさん、台北でのおもてなし有難うご
ざいました。

辻（義）：元気でニコニコ

辻（一）：やっぱりニコニコです。

吉田：ニコニコ

高島：ヘンリーさん、先日はお世話になりました。

金森：早退のお詫び

下岡：明日よりトロント国際大会に行きます。

北村（讓）：ヘンリーさん、ようこそお越しいただきまし
た。先日はありがとうございました。

前田：早退です。すみません

村上：18日の地震には驚きました。励ましのメールを
いただき、有難うございました。ニコニコ

檜皮：台北福齢RCヘンリー様、ようこそお越しくださ
いました。
地震発生日、最後に夕方ごろ大丈夫メールを
送ってきたのはわが息子でした。

北村（薫）：ホームクラブ欠席のおわび

戸田：早退お詫びします。

坂本：ヘンリーさんお久しぶりです。いつもお土産有
難うございます。

藤本：皆様、いつもニコニコありがとうございます。

C.P.ヘンリー：ニコニコ

本日合計 : ￥41,000
累　計 : ￥1,904,000
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Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第15回米山功労者」の表彰を受けました。

入ったとされ、断層が多く存在する関西において災
害に対する備えの重要性を考えさせられ、改めて家
庭内や生活範囲を見渡し出来る限りの備えが必要で
あると思います。

2660地区内で起こった災害に対し、台北福齢RCの
ヘンリー氏より、被害を心配され「我々は何時でも支
援の用意ができています」との友情溢れる温かく力
強いお言葉を頂きました。

事を成すのも準備が8割とも言います。自然災害への
備えも忘れずに準備しておくことだと思います。

本日のメニュー

ライトミール
先付け　小松菜のお浸し　しらす　糸賀喜
ちらし寿司　赤出汁　コーヒー

●本日のゲスト
 山本会員ご紹介　ゲストスピーカー
  西郷 隆仁 様

●本日のビジター
 台北福齢RC C.P.ヘンリー 様



【西郷南洲翁遺訓】

西郷は勝海舟との会談により無血開城を成し遂げた
が、それ以前は戊辰戦争時には、東北諸藩は抗戦し、
なかでも庄内藩は薩摩藩邸を焼き討ちにするなど、
新政府軍である薩摩と戦っていた。

最終的に降伏した庄内藩は新政府軍からの「厳しい
処罰」を覚悟したが、予想外の寛大な処置を受けて、
薩摩藩士らは礼節をわきまえた態度をとり、勝利の
おごりや、敗者への侮蔑（ぶべつ）は見せず、庄内の
人々は心を動かされた。この処置が西郷の指示で
あったことが知られ、その至誠や武士道を重んじる
態度に尊敬と感謝の念が広がり、明治三年、庄内藩
主 酒井忠篤（ただずみ）と家臣の藩士70人余りが西
郷を訪ね薩摩に三カ月間赴いた。

その際、庄内藩士らが、西郷の言葉を「南洲翁遺訓」
に完成させた。

西郷隆盛自身、自分の考え方や、教え、精神、などを
書物にするようなことはなかったのですが、当時の多
くの人々は西郷隆盛の精神に感銘を受けた。

全41条の遺訓。

【郷中教育】

一、「人をもって城となす」

二、教師なき教育制度
6歳から10歳 小稚児（こちご）
11歳から15歳 長稚児（おせちご）
14、5歳で元服
15歳から 二才（にせ）
25歳ごろまで郷中で学ぶ
25歳をこえた先輩は長老（おせんし）と呼ばれる

中東地域の話

福田 忠博 会員

西郷隆盛を動かせた原動力

山本 肇会員、 講師 ： 西郷 隆仁 様

三、郷中教育 三つの教え
「負けるな」
「嘘をつくな」
「弱いものをいじめるな」

・郷中教育とは薩摩藩伝統の縦割り教育制度。郷中
とは、『方限（ほうぎり）』と呼ばれる自治体の区割り
を単位とする自治組織のことで、今でいえば町内会
単位の自治会組織。

当時、薩摩の城下には数10戸を単位として、およそ
30の郷中があった。

西郷隆盛はその郷中の1つで幼き頃から教育を受
けていた。

【島生活】

・奄美大島 1858年（30歳）

安政5年1858年にさかのぼる、隆盛30歳の頃。

京都の清水寺に薩摩藩と京都の公家たちとの関
係を取り持っていた月照という僧侶がいた。

徳川幕府は安政の大獄にて対立する一橋派であ
る月照の命を狙っていた。

西郷は月照と2か月かけて薩摩に逃げる。

しかし、鹿児島にかえったものの、島津斉彬が死ん
だ後、異母弟・久光は幕府に従順な姿勢に転化し
ていた。

隆盛は月照を暗殺することを命じられたが、恩があ
る月照を殺すことなど隆盛には到底できなかった。

居場所がなくなった月照と西郷は真冬の錦江湾で
船を出し投身自殺を図る。船には福岡の平野国臣
ら計6名が乗っていた。月照は亡くなるが、西郷は



意識不明で救助される。岸にあった長左衛門の家
で西郷は看病され、息は吹き返したものの西郷は
三日間目を開かなかった。

西郷30歳月照44歳であった。

長左衛門の家は今では「西郷隆盛蘇生の家」とし
て残されている。

幕府に追われる身になった西郷は月照暗殺の命
令に背いて自殺した罪で、奄美大島に島流しなる。

実際には幕府から身を守るために島津斉興から西
郷は死んだことにして奄美では本名ではなく菊池
源吾という偽名をつかって島で生活させた。

実際に長左衛門の家の裏には西郷隆盛が死んだ
ことにしたため墓も立てられていた。（幕府の目を
そむくためである）

それが隆盛一回目の島流し。（1858,12-1861,12）

船上で月照が読み上げた句

「大君の　ためにはなにか　惜しからむ
薩摩の瀬戸に　身は沈むとも」

島津斉彬殿のためならば何も惜しくない、たとえ自
分の身がこの薩摩の海に沈んだとしても。

島流しされて奄美大島に三年間。

龍郷というところで佐民の家を借りて生活を始め
たが、島にはなじめず、島民からも受け入れられな
かった西郷であった。

藩からは毎年6石ずつの米を与えられていたが、
貧しい農民に分け与えたり、佐民からの願いで島
民の子供に学問や読み書きを教え、島民の生活に
なじんだ。

当時、奄美大島ではサトウキビの栽培が盛んで、お

金が必要であった薩摩は

・持っている畑全てをサトウキビ畑に

・サトウキビを絶対に食べてはいけない。

・取れたサトウキビは全て藩に収めよ

・よそにサトウキビを打ったものは死罪にする

といった厳しい決まりをつくった。

砂糖は当時は薬としても信じられており、薩摩は他
の藩に高くで売ることを企てた。一方で、島民はま
すます納税に苦しみ、自殺するものまでも出た。

西郷は直接、代官に交渉し、このままでは百姓はま
すます苦しい生活になり、これ以上年貢の取り立
てを続けるならば、殿様に手紙で直談判するとして、
代官を説得、島民の生活が西郷のおかげで楽に
なった。

西郷は武士でありながら、島民であったり、百姓の
気持ちがわかる人間であり、自然と、島民からも慕
われ、佐民の勧めで一族である、愛加奈と結婚した。

隆盛はある意味島流しの身でありながら悠々自適
に妻愛加奈さんと暮らした。

島での生活も長くは続かず、大久保利通が「今の
薩摩には隆盛が必要だ」と説き、島津久光の上京
計画で、隆盛の協力が必要になり隆盛を奄美大島
から帰省させられることになる。当時の決まりで島
での女房は薩摩に連れて帰れないと言うことがあ
り、西郷と愛加奈、菊次郎、菊子を島に残し、急に薩
摩に帰ることとなりました。

・沖永良部島

奄美大島から薩摩に戻るも、久光公に「官位も人
脈もない久光公が京に行っても何もできませんか
ら、上京計画は延期すべきと思います」 「久光公は
地ゴロなので、このような大それたことができる器
ではございません」などと意見し、西郷は久光公と
下関での合流の約束があったが、薩摩藩士が京都
で反乱を起こしていたため久光上京には反乱解決
が先決との判断し京都に向かう。

龍郷から薩摩に帰されてほんの4カ月、命令に背
いたとして徳之島に流され、刑が甘すぎるとして沖
永良部島に島流しになる。

どのような生活を強いられたかというと…

厳しい日差しと、雨ざらしの中での牢獄生活（今回
は完全に罪人として）



夏には台風が何度も直撃し、海風、砂風に見舞わ
れ、冬には北西の冷たい風が吹く

そんな中食事も朝に一食のみで、トイレも獄中で
済ませ、風呂も1カ月に一度と非常に不衛生な中で
の生活で西郷は一日中座禅を組んで精神修行を
していたと伝えられています。見かねた村人（土持
政照）が西郷に差し入れをしても、「おいしいもの
ばかり食べた人の死に顔は見苦しい、せめて死に
顔だけは綺麗に死にたいものだ」と食事取らず、い
つ殿様から切腹の命令が来ても対応できるように
身構えていた。

細くなり、まるで別人になっていたそんな西郷はこ
のように詠っている

「朝には君主からもてなしを受けても
夕方には処罰される
人生の浮き沈みは
月が出たり隠れたりするように
あてにならないものだ
たとえ運が開けなくても
自分の意思を持ち続けるのだ」

劣悪な環境を経験し、中でも最後の島流しの沖永
良部島での牢獄での生活中は、後の隆盛の偉業に
結びつく心の修行をしたといわれています。

西郷はやせ細り、いつ命を落としてもおかしくない
状況、見かねた島民（政照）は代官に西郷は囲い
牢に入れろと命令されていたが、その囲い牢は外
ではなく、室内でもよいのではないかと思い、代官
に相談し、その提案が見事に通った。

8月に島に来て4カ月あまざらしの牢獄での暮らし、
12月にようやく家の中の囲い牢にて暮らすことを
始めた。

西郷は沖永良部島には三つの大きな行季（こうり）

と呼ばれる籠に四書五経（ししょごきょう）や韓非
子（かんぴし）など中国の本などをもってきており、
囲い牢が新設されてからは朝から毎日そのような
本を読んで学んでいた。

操（みさお）家の坦勁（たんけい）という16歳の少
年が学問を西郷に教えてほしいと来て以来、西郷
のもとには20人ほどの弟子が学びに来るように
なった。

そこでも郷中教育の教えや、敬天愛人の押しを中
心に西郷は弟子たちに教え続けた。

操坦勁に対しての手紙が残っているが、そこでも
西郷の人間味が伺えるものがある。

ある日塾を休んだ日のこと、操坦勁様として、勉強
ができない日のことを西郷は16歳の少年に誤って
いる。

また、家族幸せに暮らすためには「欲を離れよ」と
書にも残している。

郷中教育での体に染みついた教えを基盤に、斉彬
公の死、月照上人との入水自殺と後の奄美大島で
の生活、二度目は罪人としての島流しによって隆
盛の敬天愛人精神が培われたと言われております。
沖永良部に流されて罪人で一生帰れなかったの
が当然だが、39歳の遅咲きから西南戦争まで国の
ために私欲を捨ててすべてをお国の為に尽くすこ
とができたのは紛れもなくこれらの出来事が西郷
をそうさせたのだと思う。

郷中教育の教え、島での精神修行を経て、培った
「西郷精神」、また、斉彬の死から、斉彬の精神を受
け継ぎ国を変える為に尽力する原動力になった。

【耐雪梅花麗 経霜楓葉丹】

雪に耐え梅花麗し

霜を経て楓葉丹

隆盛の甥っこが留学に行く際に甥に宛てた手紙。

囲い牢



2018-2019年度　委員会構成

委員長
金森 辻（義） 木村 井本 嶽下

副委員長
クラブ奉仕委員会

辻（義） 満村 北村（讓） 高島 小林 吉田 梅原 安達 村上
会員増強 職業分類 会員選考

会員増強・維持小委員会

委員長

木村 下岡 梅原 丸山 安達 岡本 山本
ソング 会報 出席 プログラム副プログラム ソング副 会報副 広報

例会運営小委員会

委員長 副委員長 委員

副委員長 委員

委員長 副委員長 委員

副委員長 委員

村上 早瀬 福田 前田 岡本 丸山 杉村 栗山 満村
Rボランティア

職業奉仕委員会

委員長 副委員長 委員

北村（讓） 安達 杉村 福田 辻（義） 北村（薫） 村上 嶽下 辻（一）
青少年活動（ロータアクト）インターアクト インターアクト副環境保全

社会・青少年奉仕委員会

委員長 副委員長 委員

戸田 栗山 高島 下岡 吉田 檜皮 嶽下 辻（義） 満村
米山奨学ロータリー財団

国際奉仕委員会

委員長 副委員長 委員

檜皮 高島 満村 辻（一） 安達 栗山 前田 井本 戸田
副SAA

SAA

委員長

副委員長 委員委員長

嶽下 村橋 山本
雑誌・広報 R規定・情報

会員研修小委員会

委員長
北村（薫） 辻（一） 村橋

会計補佐 会計監査
会計

委員長
下岡 嶽下

カウンセラー
米山奨学担当

井本 早瀬 杉村 北村（薫） 丸山戸田 梅原

親睦活動小委員会

委員 アドバイザー委員長
西田 村橋 木村 藤本 高島早瀬 金森

クラブ戦略計画委員会



2017年

 7月 6日 村橋会長、辻幹事による2017-18年度の活動方針の発表。

  13日 ・五大奉仕委員会の今年度方針発表。木村クラブ奉仕、早瀬職業奉仕、辻一夫社会奉仕、嶽
下国際奉仕各委員長が発表。

   ・第2回8月度理事会開催。

  18日 第2回IM6組睦輪会、開催。

  20日 ・クラブ奉仕委員会クラブフォーラム。木村クラブ奉仕委員長。

   ・村橋会長、杉村幹事の慰労会、淀川邸にて開催。

  27日 各委員会、小委員会の活動方針の発表。

 8月 3日 ・中嶋ガバナー補佐の訪問。

   ・第1回クラブ協議会開催。

   ・8月会員増強・拡大月間として杉村会員増強・維持委員長卓話。

   ・開明中学、高校インターアクトクラブ海外研修旅行（8/3～8/6）、辻幹事、井本会員
参加。

  5日 大阪府立青少年海洋センターにてロータリー学友交流会開催。

  10日 第3回9月度理事会開催。

  24日 片山ガバナーの公式訪問日。

 9月 2日 ・地区ロータリー財団セミナー開催。（大阪YMCA会館）。

   ・各クラブ職業奉仕委員長・地区委員合同勉強会開催。（大阪科学技術センター）

  9日 第1回クラブ社会奉仕委員長会議開催。（大阪社会福祉会館）。

  14日 第4回10月度理事会開催。

  16日 親睦小委員会による秋の家族会。「舞洲スポーツランド」においてバーベキュー大会。

  21日 ・臨時総会。（前年度事業報告、決算報告）。

   ・新会員の北村薫会員、丸山会員の自己紹介。

  23日 ガバナー杯野球大会。

  30日 米山奨学生カウンセラー研修会。（サニーストーンホテル江坂）

 10月 5日 米山月間。小林米山奨学委員長に代わって嶽下国際委員長の卓話。

  12日 ・社会奉仕委員会フォーラム。次年度理事・役員候補の発表。

   ・第5回11月度理事会開催。

  13日 第3回IM6組睦輪会。

  21日 大阪中之島ロータリークラブ創立25周年記念式典。（太閤園）

  22日 職業奉仕事業として早瀬会員のお世話により、台北福齢RC様と「陽松庵」にて座禅会。

 11月 2日 ・ロータリー財団月間。

   ・ロータリー財団担当栗山会員による卓話。

  5日 インターアクト年次総会、インターアクト合同会議・懇親会（相愛中学校・高等学校）

  9日 第2回クラブ協議会開催。

  10日 ・国際ロータリー第2660地区の地区大会。

   ・1日目帝国ホテル、2日目NHK大阪ホール。

  16日 第6回12月度理事会開催。

  19日 三世代合同社会奉仕事業。大阪水上隣保館に寄贈したエイサーの衣装を着た子供達を太
閤園に招き演舞と懇親会。

12月 2日 成美学寮にて餅つき大会。
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  7日 ・各委員会報告。

   ・大阪天満橋ロータリークラブ50周年記念事業。

  14日 ・年次総会開催。（次年度理事、役員決定）。

   ・第7回1月度理事会開催。

  23日 夜例会、クリスマス家族会開催。

2018年

 1月 11日 ・会長・幹事新年挨拶。村橋会長・辻幹事。

   ・職業奉仕委員会フォーラム、第8回2月度理事会。

  20日 第2回クラブ国際奉仕委員長会議。（OMMビル）

  25日 上半期新入会員歓迎会の夜例会。

 2月 1日 ・委員会報告。各委員長報告。

   ・第3回クラブ協議会。

  8日 第1回ノミニー理事会、第9回3月度理事会開催。

  10日 地区チーム研修セミナー。

  15日 国際奉仕委員会クラブフォーラム。モンゴル、インドネシア、ネパールの米山奨学生、学友会
の会員の卓話と討論

  17日 第2回クラブ社会奉仕委員長会議。（大阪社会福祉指導センター）

  22日 三世代合同例会。（ガーデンホール）

 3月 3日 2018-19年度のためのPETS・地区チーム研修セミナーの開催。西田会長エレクト出席。

  8日 第2回ノミニー理事会、第10回4月度理事会開催。

  14日 大阪城北・鶴見・中之島3RC合同懇親会。（桜苑2F）

  17日 ・IM6組ロータリーデー。（大阪国際会議場）

   ・第1回クラ戦略計画委員長会議。（大阪市中央区センター）

   ・フレッシュロータリアン研修交流会。（大阪国際会議場）

  19日 第3回インターアクト合同会議と懇親会。（相愛中学・高等学校）

 4月 5日 ・職業奉仕委員会によるユニバーサル園芸社において移動例会。

   ・「米山奨学生オリエンテーション＆懇親会」開催。

   ・新IM6組次年度会長・幹事会。（太閤園）

  7日 2018-19年度地区研修・協議会開催。次年度会長・幹事・各委員長出席。（大阪国際会議場）

  12日 第3回ノミニー理事会。第11回5月度理事会開催。

  19日 第2回クラブ戦略計画委員会開催。

  28日 大阪大手前RC・大阪中之島RC合同親睦ゴルフコンペ開催。（田辺カントリー）

 5月 17日 第12回6月度新旧合同理事会開催。

  24日 新旧合同クラブ協議会。

 6月 2日 2018-19年度のための会員増強セミナー開催。（大阪YMCA）

  3日 ・2018年度インターアクト新入生歓迎会。

   ・全国ロータリー野球大会。（甲子園球場）

  7日 委員会報告。各委員長、小委員長の報告。

  9～11日 台北福齢ロータリークラブ20周年事業に28名で訪問

  13日 開明中学校にて満村会員による出前授業開催。テーマ「99.9％って本当？」

  14日 第１回7月度理事会開催。

  16日 2017-18年度青少年交換来日学生日本語スピーチ発表会、歓送会。（シティプラザ大阪）

  28日 ・最終夜例会と下期新入会員歓迎会開催。

   ・村橋会長、辻義光幹事退任挨拶。



満村 和宏２０１７～２０１８年度 開明中学校出前授業 「99.9％って本当？」

1．「99.9 刑事専門弁護士」を題材にして、事実と言うも

のの危うさを考える機会にして貰うために、開明中学

で、約300名の中学3年生を前に講演をしてきました。

平成26年度司法統計によれば，平成26年における

「裁判を受けた人が有罪になる割合」は97.5％。

「99.9％」という数字に込められた『異常な有罪率の

高さ』というメッセージは何ら揺らぐことはありません。

しかし、0.1％はえん罪（無罪）です。更に、99.9％野

有罪の中にもえん罪は隠れています。

2．ニュースでも取り上げられた、ガソリンスタンド事件

の紹介をします。

大阪市内のコインパーキングに止めてあった車から、

カード2枚が盗まれていた。 そして1月13日の午前5

時39分。盗まれたカードで何者かがガソリンスタンド

でおよそ3500円の給油をしていた記録が見つかっ

た。 当然、このカードを使った人物がカードを盗んだ

人物である可能性が高い。 そして、この時間帯に給

油していたのは防犯カメラの画像からAだったことが

分かった。　

この事件では、新米刑事の思い込みによる捜査で、防

犯カメラの画像に写っていたAさんを逮捕しました。

　無実を訴えるAさんに対し、担当の刑事からの取り調

べは執拗に続き、取り調べに当たった新米刑事らは、

44歳のAさんを平気で呼び捨てにした挙句、 「洗い

ざらいやったことを話して、綺麗な身体になって、綺

麗な手で子供の頭を撫でてやって下さい。今のまま

じゃ、あなたの手は汚れたままじゃないですか」 「あ

なたは子供に人の物を盗ったら叱りますよね。あなた

は子供さんを叱れますか。その汚れた手で子供の頭

をなでてあげられますか」 （黙秘するAさんに）「言え

ないというのは普通の状態じゃないやね。言ってい

る意味分かるやろう」 「おまえはずっと悪人でいくの

か。反省する気持ちはないのか。すべてお前が犯人

である証拠は揃っている。いくらでも捜査は続ける。

お前は普通じゃないんやで」「妻、子供、ご両親、会社

の人間に『自分は何もやってない、無実なんだ。』とい

うことができるのか、そのよう胸を張って言うことはで

きるか。奥さんは毎日面会に来ているが、ちゃんと目

を見て話せるか。後ろめたい気持ちがあるだろう。会

社、親に恥ずかしいと思うだろう」「俺の目を見て聞い

てよ」と自白を迫り続けた。

再逮捕までされて取調べは40日を超えてしまった。A

さんは取り調べに疲れ果て、弁護士に対して「もう罪

を認めてしまいたい」と弱音を吐いた。

しかし、Aさんも弁護士も、取り調べの続いている段

階では、警察がなぜ間違った疑いを抱いているのか

は分からない。

起訴された後に事態は急展開する。起訴された後で

ないと記録が見られないため、弁護士もここでやっと

手がかりを得た。弁護士は、Aさんからガソリンスタン

ドで給油する前後の行動を聞き出し、Aさんがガソリ

ンスタンドで給油後、高速道路にETCで入っていたこ

とを突き止めた。そこで、弁護士がETCの使用履歴を

確認してみたところ、犯行時刻の僅か1分後の午前5

時40分にはAさんは6.4㎞離れた高速道路のETCを

通過していたことが分かった。

ここで、起訴状にある犯行時刻は午前5時39分なの

で、仮に、39分00秒から40分59秒という表示の具合

で約2分だったとしても、ガソリンスタンドから2分で

高速道路に入ろうとすれば、単純計算で車を時速約

200㎞で飛ばさなければならない。こんな速度はス

ピード違反どころか自家用車では物理的に出せな

い。念のため早朝の空いている時間帯を見計らって

車を走らせる実験を2回しても、7分はかかった。さら

に、弁護士が店の記録を調べた。結果、Aさんと思わ

れる午前5時34分の給油の記録が残っていた。この

時の給油の記録の支払いは現金であり、Aさんの記

憶とも一致。高速道路を通過した時間差は6分、車を

走らせる実験ともほぼ一致。

ガソリンスタンドの防犯カメラの画像の時計が、なん

と8分も進んでいた。

防犯カメラの前後まできっちり見たところ、真犯人と

思しき車も映っていたのだ。警察は何時ごろにガソリ

ンスタンドで給油したのか調べるためにAさんの車の



カーナビを調べていた。実はこの時、カーナビ本体に

は午前5時40分にETCゲートを通過したという記録

が残っていたのだが、警察は立証に役立たないと見

るや、華麗にスルーしていた。 

弁護士にこの記録を突き付けられた検察。どうみても

成立しているアリバイの前に、Aさんは無実であった

と認めるしかなく、訴えを自ら取り消し、Aさんは80日

を超える拘束から釈放されたのだった。

なおその後、別の当て逃げ事件で起訴されていた男

が犯行を自供。2014年6月、別の窃盗や当て逃げな

ど計15件の罪で有罪とされ、懲役5年6月の求刑に対

し、懲役5年の実刑判決が下された。 

3．もう一つの事件は、放火殺人事件です。

1995年7月22日、大阪府大阪市東住吉区の住宅の

建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が

発生し、住人である母親の青木恵子、内縁の夫の朴

龍晧、長男は屋外に脱出したが、駐車場に隣接する

浴室で入浴中だった長女のめぐみさんは焼死した。

恵子と朴は死亡しためぐみさんに死亡時支払金

1,500万円の生命保険契約をしていたこと、めぐみさ

んの死亡に対して保険金支払いを請求したこと、恵

子と朴に約200万円の借金があったことから、警察は

借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑い

を持ち、1995年9月10日に恵子と朴を逮捕した。警

察は、恵子と朴が住宅の建物に組み込まれたシャッ

ター付き駐車場（火災発生当時はシャッターを閉め

た密閉空間状態）で、自動車の燃料タンクから、手動

式ポンプでガソリンを吸引して駐車場の床に散布し、

ライターで火をつけて火災を発生させ、その結果とし

て住宅を全焼させ、入浴中のめぐみさんを殺害した

と推定した。

被疑者らは、取り調べの過程で、犯行を認めています。

しかし、この自白は、無理矢理させられたものであると

か、認めれば死刑にならないと思ったとのことです。

裁判で恵子と朴は、「捜査段階で警察に拷問され、虚

偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかな

る関与もしていない、無実である」と主張した。裁判は

下記のとおりの経過・結果になった。

•1999年3月30日、5月18日 － 大阪地裁は物証の

証拠調べ請求を却下して、恵子と朴に対して無期

懲役の判決をした。両名は無実・無罪を主張して

控訴した。

•2004年12月20日 － 大阪高裁は控訴を棄却し

た。被告側は無実・無罪を主張して上告した。

•2006年11月7日、12月11日 － 最高裁は上告を

棄却し、両名に無期懲役刑が確定した。

この事件の裁判長（主任裁判官）であった滝井繁男

は、当初から被告人達を無罪であると確信しており、

滝井は有罪判決を破棄して差し戻すべきと考えてい

たが、多数意見にはならなかったため反対意見を準

備していた。しかし、滝井の反対意見を不満とする最

高裁調査官の妨害により、この反対意見は判決に採

用されることなく、滝井本人も10月30日に定年退官

を迎えてしまい、実際の判決は残りの4人の裁判官に

よる全員一致の有罪判決となった。

2012年3月7日、大阪地裁は恵子と朴の請求を認め、

再審を開始する決定をした。科学的にみて被告の自

白が不自然、不合理で信用性に欠けることが判断の

要因の1つとなった。2015年10月23日、大阪高裁は

再審開始を認めた大阪地裁決定を支持し、検察側の

即時抗告を棄却した。また、「拘束が20年に及ぶこと

に照らすと、刑の執行を今後も続けることは正義に反

する」として刑の執行を10月26日午後2時で停止す

る決定を出した。

2016年4月28日、朴の再審初公判が大阪地裁で始

まった。朴による無罪の主張と弁護団による燃焼実

験の結果が示された。検察側は「すべての証拠を検

討した結果、有罪の主張・立証は行わない」と告げて

「しかるべき判断」を裁判長に求めるのみとなった。

2016年5月2日、恵子の再審初公判が大阪地裁で始

まった。朴と同様、無罪の主張が行われた。検察側は

「有罪主張をしない。裁判所において、しかるべき判

断を」とするのみとした。2016年8月10日、恵子と朴

に無罪が言い渡されて、検察は控訴権を放棄し、即

日確定した。

4．えん罪をなくす方法

警察も検察も裁判所も、みんなが事実の見方を間

違ったという事件があると言うことが分かってもらえ



たと思います。99.9％は、確かに高い有罪率ですが、

本当は残りの0.1％の方に目を向けなければならな

いのではないでしょうか？真実は、誰が決めるので

しょうか？誰しもが間違える可能性を持っている以

上、真実とは「神のみぞ知る」出来事であり、刑事裁判

は、その真実に近づくための厳格な手続きです。その

厳格な手続きでも、間違えてしまう。つまり、事実と

は、人がその頭で認識したあくまで主観的事実に過

ぎないのです。それでは、間違わないようにするには

どうすれば良いのかを考えてみたいと思います。

□捜査能力の向上

科学技術の進歩によって、例えばDNA検査は

99.999％の精度で判断出来る用になりました。

昔は99.9％程度でした。これは、同一ではないと

言えない確率です。同一であるという確率では

ないので、あくまでも可能性の立証です。

又、別の事実が存在したという可能性をつぶす

ために、あらゆる科学技術を駆使する事が必要

となります。ETCの記録をスルーするなんて、考

えがたいことです。

□自白偏重からの脱却

捜査の現場では、拷問や執拗な取り調べが繰り

返されているのではないかと言われています。

保険金殺人事件では、自白を強要されたと言わ

れています。そこで、取り調べの全課程を可視化

（録音・録画）を行うと、自白の強要は無くなる可

能性があります。

又、自白調書の証拠価値を過大評価しない手続

きをとることも有効です。（公判中心主義・裁判

員裁判制度）

□適正手続の履践

さて、そもそも有罪かどうか分からない段階で、

被疑者の弁明の機会を十分与えること、黙秘権

の告知を行い、弁護人を直ちに依頼することが

出来るようにすることなどの手続きが採られてい

れば、自白を強制する可能性も少なくなります。

捜査段階で、身体を拘束して取り調べをする場

合、従前は私選弁護人を依頼するしかなかった

が、6月1日から国選弁護人を選任することが出

来るようになりました。

5．やくざの弁護人

このように見てくると、マスコミが報道する事件の容

疑者は、一体本当に犯罪者なのか？疑問になるで

しょう。しかし、皆さんは、逮捕された人を見ると、間違

いなく犯罪者だという目で見るでしょう。人相が悪い

と、特に悪人と思ってしまうことはありませんか？しか

し、実際には、マスコミの報道の多くは、警察や検察

が提供した情報に基づいていることが多いのです。

警察や検察が間違いを犯している可能性がある限

り、むやみに信じることは危険です。やくざの弁護を

するのは何でですか？という人がいると思います。

しかし、やくざだから犯罪を犯したはずだ、という理

屈は通りません。本当に罪を犯したかどうか、弁明の

機会を十分に与え、不当な捜査が行われていない

か、検察官や裁判官が、大事な事実を見落としてい

ないか等等を慎重に検討して初めて有罪判決を下

すべきなのです。やくざは嫌いですが、それでも弁護

をします。本当に犯罪を犯したと言えるかどうかを探

るために。真実は、神のみぞ知る領域なので、我々

は、如何にして真実に近づくのかを考えなければ、え

ん罪による被害者を作ってしまうことに目を向けて欲

しいと思います。

6．最近の司法試験について。

中学生の進路の参考に、近年の司法試験や弁護士

の置かれた状況をかいつまんで説明しました。基本

的に、法科大学院という学校を卒業しなければ受験

できません。ところが、最近、この学校を受験する人が

激減しています。それは、10年前から、司法試験の合

格者を2,000人以上にするという政策が採られた結

果、全国に2万人強しかいなかった弁護士が5万人に

なろうとしています。弁護士は、先輩弁護士の事務所

に雇って貰って、修行をしなければ、直ちに実務につ

いて仕事をこなすことが出来ないのです。急激に合

格人数を増やしたため、就職出来ない新規登録弁護

士が増えてしまい、低い収入に甘んじることになりま

した。その結果、弁護士になっても良いことはないと

いう風潮が蔓延してしまい、法学部に対する人気も

無くなって来ています。もう一つの問題は、司法試験

に合格しても、一年間は修習と言って実務の勉強を

させられるのですが、給料がもらえないので、生活す

るのに借金をしなければならないという問題があり

ました。去年から、給料が出るようになったので、この

問題は解消されています。

又、最近の傾向として、就職事情は改善されて来てい

ます。若手弁護士の所得も徐々に増えてきています。

（皆さんも、このような仕事に魅力を感じたら、チャレ

ンジしてみては如何ですか？）



［日時］平成30年6月28日（木）
［開場］太閤園「オーキットテラス」

〈例　　　会〉18：00～18：30
例会開場  司会進行
   SAA　山本 　肇
開場点鐘  会　　長
   村橋 義晃
ロータリーソング ソング委員
   檜皮 悦子
会長退任挨拶 会　　長
   村橋 義晃
幹事退任挨拶 幹　　事
   辻　 義光
幹事報告  次年度幹事
   藤本 淳司
出席率報告 出席委員
   村上 俊二
ニコニコ発表 SAA
閉会点鐘  会　　長
   村橋 義晃

〈懇　親　会〉18：40～21：00
18：40 開　　会 司会進行親睦委員長
   北村 　讓
18：41 開会挨拶 親睦委員長
   北村 　讓
18：45 乾　　杯 会長エレクト
   西田 末彦
 　  ～ 会 食 ・ 歓 談 ～
18：55 表　　彰
 ・会長賞
 ・最優秀委員会賞
 ・ニコニコ大賞（金額・回数・内容）
 ・ホームクラブ皆出席者
 ・100％出席者（メイクアップ含む）
20：50 閉会挨拶 会長ノミニー
   木村 眞敏
20：55 手に手つないで
 ソング委員　檜皮 悦子

21：00 閉　　会

大阪中之島ロータリークラブ
最終例会・懇親会プログラム

台北福齢RCよりC.P.ヘンリー様がお見えになりました。

トロント国際大会2018
6月23～27日にトロント（カナダ）にて開催されました

ロータリー国際大会に下岡会員が参加されました。


