
（ 10月10日）

1265

2019年10月17日

経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1265回（本年度 第15回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 10/24 のお知らせ
♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
■創立27周年記念 夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　祝賀会　太閤園 桜苑

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■四宮ガバナー公式訪問日
　懇談会 11：20～　淀川邸 鶴の間
●卓話　
　四宮 孝郎 ガバナー

旭化成の吉野さんが、ノーベル化学賞の受賞が決定しました。日本人
として、非常にうれしいニュースです。昨今、大学が研究費を削減する
中で、民間企業の旭化成が研究開発費を出し続けたことは立派なこ
とです。

さて、今月は、「経済と地域社会の発展」月間であります。その趣旨は
世界中の貧困の根絶を目指すものであります。

このテーマに関し、四宮ガバナーが、ガバナー月信で述べられている
ことを紹介します。



全世界で極度の貧困、すなわち、1日1ドル25セント
未満で暮らす人の数は1990年度の19億人から
2015年度の8億3,600万に半減しましたが、全世界
で8億人以上の人が、今でも1日1ドル25セント未満
で暮らし、十分な食料やきれいな水や衛生設備を利
用できない人が多くいます。

なお、女性は雇用や教育の不平等により、貧困状態
に陥る確率は男性より高くなっています。

「経済と地域社会の発展」はロータリーの6重点分野
の一つです。ロータリーは、ロータリー財団の補助金
を利用して、様々活動を世界中に展開しています。

具体的には、次のような活動を展開しています。

①若者の失業率を下げるという視点から
仕事に役立つスキルを身に付けることができれ
ば、就職のチャンスも広がるし、生産性の向上に
もなり、地域な発展も促進されることになる。
エクアドルでは、貧しい女性たちに少額融資と
職業研修を実施し、女性の自立と貧困の軽減に
取り組んでいます。

②起業の妨げになる要因を無くすという視点から
グアテマラでは、グローバル補助金を活用して、女
性が起業するための少額融資を実施しています。

③農業支援という視点から
カメルーンでは農業の効率化の為、補助金を使
い農業研修を実施し、農業の収益を高めるプロ
ジェクトを実施しています。

■本日は社会青少年奉仕委員会フォーラムです。
　「犯罪者の更生とその後」という内容で甲南大学の
園田教授が話して頂けますので、お楽しみください。

2019-20年度第1264回（第14回例会）
幹事報告 (10/10)

幹事  安達 昌弘

■明後日の10月12日（土）は三世代合同奉仕事業の
日です。
　本年度のホストクラブは天満橋RCで、天満橋RCが
ずっと支援されている大阪市立児童院の子供達を
琵琶湖の遊覧船に乗せてあげて昼ご飯を食べて
もらおうという企画です。
　9時30分にヒルトンホテル出発ですが、台風19号
の動向が心配です。

■次週の例会はガバナー訪問日です。
　四宮ガバナーが見えられます。

　尚、この日の例会では次年度理事役員の候補者の
発表を予定しております。

■10月24日（木）は創立27周年記念例会です。
　この日は夜例会になっており、台北福齢RCからも5
名のお客様が来られることになっています。
　例会開会は午後6時です。

■10月最終週の木曜日は休会になっておりますので、
お間違いの無いようにお願い致します。

■次に11月の予定です。

　2日～4日は秋のライラが開催されます。
　子供さん、従業員の方の参加ご希望がございまし
たらお申し出ください。

■11月最初の例会は、ヒルトンホテルにおいての三
世代合同例会で、12時30分開会で90分間の予定
です。
　先の児童院の琵琶湖遊覧船の支援を受けての発
表等がその内容です。

■11月14日（木）はロータリー財団担当の卓話を予
定しています。栗山委員長が頑張ってくれます。

　今後の卓話予定者と予定日です。

　　11月21日（木）　杉村会員
　　　　 28日（木）　高島会員
　　12月 5 日（木）　嶽下会員

　今年の卓話予定は以上です。



■はじめに

刑務所を出た元受刑者の社会復帰という文脈で、
「更生」という言葉が使われます。

この〈更生〉という文字を縮めると「甦（よみがえ）
る」という字になります。「甦る」とは「黄泉（よみ）帰
る」の意味であって、一度死んだ者が死後の世界
（黄泉の国）から生まれ変わり、この世で再び生を
進めることを意味します。

犯罪を犯した者も、自らが破壊した人びとや社会と
の関係性を再び修復し、犯罪とは無縁の生活を送
ることができるように自らも変わり、そして何よりも
その努力を社会が支えて保護する。このような意
味で、〈更生〉という言葉は〈保護（＝福祉）〉と一緒
になって「更生保護」として使われます。

更生保護の思想は比較的新しく、刑罰制度の歴史
を振り返ると、〈威嚇〉と〈排外〉の時代が長く続い
たことが分かります。

■〈威嚇〉と〈排外〉としての刑罰

次の図は、ヨーロッパ中世の刑罰を示した絵です
が、犯罪を予防するために刑罰が〈威嚇〉（「犯罪を
犯すとこのような目にあうぞ」という脅し）の手段と

して多用されたために、その残虐性はどんどんエ
スカレートしていきました。ラートブルフというドイ
ツの刑法学者は、「刑罰の歴史は人類の恥の歴史
である」という言葉を残しています。

また次の図は、江戸時代の入れ墨刑です。身体に
消すことのできない〈烙印〉を入れ、犯罪を犯した
者を「善良な人びと」から一生涯区別しました。立
ち直りを認めない、峻厳な制裁です。額に「犬」と墨
を入れられた人は、どのような人生を送ったので
しょうか。

社会・青少年奉仕委員会クラブフォーラム「犯罪者の更正とその後の人生」

井本 万尋 委員長、講師：甲南大学 教授　園田 寿 様

その後、身体刑から自
由刑（懲役刑）が刑罰の
中心になるにつれて、受
刑の時間を受刑者の改
善のために有効に使う
という発想が生まれま
した。次の図は、16世紀
末にオランダのアムス
テルダムに建設された
「懲治場（ちょうじじょ
う）」と呼ばれる刑事施
設です。多くの囚人たちが木挽（こびき）作業に従
事し、大きな船のキールと呼ばれる、船底の竜骨
部分を作っています。その後できた女子懲治場で
は、女子囚人たちが紡ぎ場で働きました。

日本では、幕府の火付盗賊改方であった長谷川平
蔵（「鬼平犯科帳」のモデル）が、18世紀末に江戸
石川島（佃）に建設した「加役方人足寄場（かやく
かたにんそくよせば）」が有名です。そこでは、数百
人の囚人が収容され、彼らに3年間の職業訓練を
実施し、作業報酬を与え、そして強制的に貯金させ、



退所後の自立資金として交付しました。退所後、商
売を希望する者には土地や店舗を、農民には田畑
を、大工には道具を支給したということです。

＊拙稿「熊本藩に懲役刑のルーツがあった」もお
読みください。

■ここで質問！

Q1．犯罪は増えていると思いますか？
犯罪は、ものすごく減っています。刑法犯認知
件数は、平成14年に戦後最悪の285万件とな
りましたが、平成30年には戦後最少の約82万
件と、16年間で3分の1以下に減少しました。

Q2．凶悪犯は増えているでしょうか？
凶悪犯（殺人、強盗、放火、強制性交等）の認知
件数も、平成14年の3分の1近くに減少してい
ます。また殺人事件のピークは、昭和29年の
3,081件で、平成時代は、1,000件前後で推移
しています。

Q3．少年非行は増えているでしょうか？
少年非行は、第二次世界大戦以後いくつかの
ピークがありますが、平成16年以降は減少を
続け、平成29年には平成15年の5分の1にま
で減少しています。

■しかし、世間ではむしろ犯罪に対する不安が広がっ
ている

平成29年に内閣府が行った治安に関する世論調
査では、「日本が安全な国だ」と答えた人が8割を
超えたものの、「10年前に比べて治安が悪くなっ
た」と答えた人が約6割いるなど、犯罪が激減して
いるにもかかわらず、依然として治安に対する不安
は広がっています。「体感治安」は、かなり悪化して
います。

これはなぜでしょうか。私は、これには2つの要因
があると思っています。

（1）いくつかの衝撃的な事件
20世紀の末に、いくつかの衝撃的な事件が
連続しました。

・地下鉄サリン事件（95年）

・神戸連続児童殺傷事件（酒鬼薔薇事件）
（97年）

・和歌山カレー事件（98年）

・光市母子殺害事件（99年）

・世田谷一家殺害事件（00年）

・付属池田小事件（01年）

これらの衝撃的な事件は、人びとに日常生
活に潜む凶悪犯人に対する言いようのない
不安を増幅させました。

（2）累犯の増加

実は、全検挙者の半数近くが再犯者です。全
体の検挙者・初犯者は減っているのに、再犯
者の減少が鈍いために、再犯者率だけは右
肩上がりになっているのです。しかも、戦後
60年間の犯罪を分析したところ、全検挙者
の約3割の再犯者が約6割の犯罪を行って
いたのです（平成19年版『犯罪白書』）。

■国は再犯の防止に本気を出した

そこで、政府は国を挙げて再犯の防止に取り組む
ことにしました。

・平成22年
犯罪対策閣僚会議の下に「再犯防止対策ワー
キングチーム」を設置

・平成24年
犯罪対策閣僚会議が「再犯防止に向けた総合
対策」を決定

・平成26年
犯罪対策閣僚会議が「犯罪に戻らない・戻さな
い～立ち直りをみんなで支える明るい社会へ
～」を宣言。

・平成28年12月
「再犯の防止等の推進に関する法律」の公布・
施行

この法律はたいへん重要な法律で、（1）犯罪者が
社会で孤立することなく国民の理解と協力を得て
社会復帰を支援すること等を基本理念に掲げ、
（2）国が再犯防止に関する施策を総合的に策定・
実施し、（3）都道府県及び市町村についても、地域
の状況に応じた再犯防止施策を策定し、実施する
責務を定めるとともに、地方再犯防止推進計画策
定の努力義務を定めています。

そして、平成29年12月に、国の「再犯防止推進計
画」が閣議決定されました。

この再犯防止推進計画は、国民が犯罪による被害
を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社
会の実現を図るため、今後5年間で政府が取り組
む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初めての計
画です。

同計画では、犯罪を犯した者に責任や被害者等の
心情等を理解させ、社会復帰のために自ら努力さ



日　時：2019年10月10日（木）　14：00～14：40
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・西田・藤本・辻（一）・北村（薫）・梅原・村橋・辻（義）・岡本・下岡・井本・安達・村上　以上14名（敬称略）
オブザーバー：嶽下

2019-2020 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

せることを前提に、更生に向けた官民の緊密な連
携協力が強調されています。とくに犯罪や非行を
した者には、安定した仕事や住居がない、高齢で
ある、障がいや依存症がある、十分な教育を受け
ていないなど、円滑な社会復帰に向けて支援を必
要とする者が多く存在するため、さまざまな公的
な福祉サービスの利用と促進が重点課題とされて
います。

■おわりに

再犯防止・受刑者の立ち直りのためには、国と自治
体と民間が緊密に連携した「息の長い支援」の実
現が不可欠です。

刑務所等の刑事施設での指導・支援に加えて、出
所後の地域社会での支援、とくに就労の確保と住
居の確保等が重要です。これは、〈居場所と出番の
確保〉と言われています。また、これらの取組が十
分に実を結ぶためには、再犯防止の取組を広報す
るなどにより、広く国民の関心と理解を醸成するこ
とが何よりも必要なことだと思われます。（了）

［追記］

本稿を執筆するにあたっては、大阪保護観察所統括
保護観察官の西崎勝則氏に資料の提供等をいただき、
一部使用させていただきました。お礼申し上げます。

・法務省：再犯防止対策

・法務省：再犯防止推進白書

・法務省：更生保護を支える人々

・法務省・厚労省：協力雇用主

・日本財団：職親（しょくしん）プロジェクト

開会の挨拶（木村会長）

本日は第5回目の理事会ですが、審議事項が盛りだく
さんありますので、スピードをあげて議論を進めてい
ただき、できるだけ迅速に終えたいと思います。本日
はよろしくお願いします。

【審議事項】

1. 年間行事予定の件

12月5日（木）
嶽下会員の卓話であるが、下岡会員に変更する。

　⇒［ 承認 ］

2. 三世代合同奉仕事業について

井本 社会・青少年奉仕委員長より報告

10月12日に天満橋RCがホストクラブとして大阪市
立児童院の子供たちを郊外学習の一環として琵琶
湖のクルーズ船・ビアンカで、琵琶湖に出て、触れて、
体験し、水環境・歴史・文化を学び、またパーティー
クルーズでは、食事を楽しんでもらう事業が予定さ
れています。そして、今回は児童院の施設内図書館

に、書籍寄贈を行う予定もされています。

しかし台風19号の影響でこの事業を実施するかど
うかの判断が明日に予定されていますが、おそらく
中止になると思われます。

尚、11月7日（木）ヒルトンホテルにて、三世代合同
例会は予定通り行われます。

3. 定款・細則の件

嶽下会員より報告
RI本部よりの「2019年国際ロータリー規定審議会
立法案結果」について説明します。基本的にRI本部
の規定が変われば、クラブ細則も自動的にその規定
に変更になります。しかし中にはクラブ独自の考え
を示す（細則の変更）ことも可能であります。
そこで当立法案番号「19-35」「欠席のメークアップ
に関する規定の改正」・・・「例会の定例の時の前14
日または後14日の規定を同年度以内に変更する」
との事であるが、当クラブとしては従来通り前14日
又は後14日と変更することに決定しました。この件
は総会において承認される方向です。



【’19年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1271

1272

1273

-

21

22

23

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・クリスマス家族会

休会③

卓話担当：下岡会員

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

第7回1月度理事会

成美学寮餅つき支援
　日程：12/7（土）　12時半集合
地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：12/13（金）
　会場：リーガロイヤルホテル
地区大会  本会議
　日程：12/14（土）
　会場：大阪国際会議場

【’20年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

-

1274

1275

1276

1277

-

24

25

26

27

休会④ → 祝日振替

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会
クラブフォーラム

夜例会・上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

木村会長、安達幹事

卓話担当：村上会員

職業奉仕委員長：
辻義光委員長

ベトナムVTT支援事業？
IM6組会長・幹事会3
　日程：1/22（水）
　会場：太閤園

【’19年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1267

1268

1269

1270

17

18

19

20

三世代合同例会
　ヒルトンホテル 12：30～14：00

ロータリー財団委員長卓話 第6回12月度理事会
R財団担当（国際奉仕）：
栗山会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

秋のRYLAセミナー
　ホスト：大阪南RC
　日程：11/2日（土）～4（月）
　会場：サントリー箕面研修センター
IM6組 会長・幹事会2
　日程：11/6日（水）
　会場：太閤園

4. 台北福齢RCを迎えて27周年記念例会の内容の件

梅原 親睦委員長より報告
27周年記念例会に台北福齢RCより、5名の参加を
予定しています。その歓迎の内容は、日本的な雰囲
気のあるお琴を取り入れ、バイオリンなどの4人の
演奏を準備しています。
また台北福齢からは2年後の台北国際大会のことも
話題になると思います。

5. 移動例会の件

辻（義） 職業奉仕委員長より報告
職業奉仕委員会で、裁判所での傍聴と移動例会を
企画していましたが、案件、日程が合わず、来年ずれ
込みそうです。
ただ裁判所だけでなく、新たに刑務所も視野に入れ
たいと思います。高槻市には少年刑務所、堺市には
刑務所があり、大阪府下でも比較的近くに存在して
いますので検討します。

6. クリスマス家族会

梅原 親睦委員長より報告
クリスマス家族会の内容ですが、新しいマジシャン
1組と、歌グループ1組とが決まっています。その他、
会場の飾り付けなどをどうするか検討中です。

7. 蔵屋敷地図のデータの件

梅原 親睦委員長より報告
蔵屋敷地図については、原図をそのまま使うことが
条件であり、加工・編集・その他の案件へ流用して
使用するのは遠慮頂くとのこと。この件の連絡につ
いては梅原委員長に一任する。

　　⇒［ 承認 ］

8. 台風15号千葉県災害義捐金の件

大阪中之島ロータリークラブとして5万円を特別会計
災害支援会計より支出する。

　⇒［ 承認 ］

6. その他

木村会長より指名委員会で会員研修委員会委員長に
村橋義晃氏を予定していたが、諸般の事情により村橋
義晃氏から福田忠博氏に変更するとの報告があり、理
事会で承認されました。

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

本日は慎重審議有り難うございました。先ほどの来年
度人事も準備進めておりますが、本年度においても、
まだまだ木村会長を中心に一致団結して臨まねばな
りません。よろしくお願いします。今日は有り難うござ
いました。



この休日2日間も大阪西RC、難波RCを連破し、中之
島RC野球部は快進撃中です。両試合とも4点差を余
裕でひっくり返す横綱相撲でした。

ひとつのミスをみんなでカバーすると言う理想的な
野球で後の2試合もこの調子で勝ち抜き、まずはゾー
ンでの優勝に向かって突き進んでいきます。

3連勝で残りあと2試合
14日の試合後は、応援の女性群も一緒に木村会長
からのプレゼントの勝利の「焼き肉」で大盛り上がり
で打ち上げました。下岡さんにもお世話になりました
ので一言付け加えておきます。

あと2試合連勝して優勝したいです。

野球同好会 監督  安達 昌弘

10月13日（日）　対大阪西RC

10月14日（月・祝）　対難波RC
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 1名
名誉会員数 5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 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 74.28 %
9月19日の修正出席率 88.57 %

●メイクアップ
檜皮 悦子   9 月20日 大阪大手前RC
山本 　肇   9 月13日 大阪大手前RC
北村 　讓   9 月19日 大阪平野RC
栗山 博道   9 月14日 地区財団セミナー
杉村 雅之   9 月28日 ガバナー杯野球大会

木村：園田先生、本日宜しくお願いします。

辻（一）：今朝は寒いほどでした。秋風邪が流行してい
るようです。注意して暮らしましょう。

井本：先日はお誕生日お祝い有難うございます。

本日園田先生、よろしくお願い致します。

下岡：中国台東に行きました。北朝鮮との国境の町です。

吉田：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

前田：10月14日（祝）に海上自衛隊の観艦式に、横浜か
ら自衛艦「かが」に乗る予定です。台風19号か？

上山：今年のサンマはイマイチですね。

本日合計 : ￥15,500
累　計 : ￥430,500

本日のメニュー

小　鉢 白身魚南蛮漬黄身酢掛け
 玉葱　赤　青ピーマン
 ブロッコリー　茗荷

三枡
 造　り 鯛　鮪　あしらい

 八　寸 小付　鴨白和え
 二段玉子　むかご真丈雲丹焼
 海老黄金焼　焼魚　若桃　はじかみ

 炊　合 蕪　赤こんにゃく　豚角煮
 青味　紅葉麩

揚　物  秋刀魚東寺揚　（大葉）　きす
 なす　青唐

食　事 白ご飯　香の物　赤出汁

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 園田 　寿 様

●本日のビジター
大阪南RC 米田 幹郎 様

Congratulations!

早瀬会員（第33回）、前田会員（第5回）、安達会員（第4回）、
木村会長（第2回）、金森会員（第4回）、村上会員（第1回）が
米山奨学委員会より「米山功労者」の表彰を受けました。

下岡会員が行かれた中国台東と北朝鮮との国境の町


