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会長挨拶
会長

水と衛生月間

金森 市造

2021年3月18日
第1310回（本年度 第32回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「火も風も星も」
:
●卓話 コロナ禍の医療現場
担当：栗山 博道 会員
講師：関西医科大学総合医療セン
ター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
朝子 幹也 様

次回 3/25 のお知らせ
♬SONG 「ロータリー讃歌」
:
■城北・鶴見・中之島太閤園3RC
合同懇親会
12：30〜13：00 例会
13：10〜14：00 合同懇親会
マジシャン隼人氏に
よるマジックショー
場所：ダイヤモンドホール

先週の会長の時間に申しあげましたとおり、
これからの4ヶ月の会長
の時間の挨拶内容は、私が今までお世話になった人達より頂いた資
料を添えてお役目を務めて参ります。
3月は、主に例会に関するものとさせて戴きます。
お手元に2枚のコピー用紙を用意させて頂きました。
その出所は、平

とにより各会員が自分自身を鼓舞するのです。
即ち
四つのテストの確認 → 自分自身に自問自答
ロータリアン同士の意見交換 → 個人の意識向上
他の業会（業界）
での話など → 世間の動向把握
により、
自分自身の研鑽・向上を得て、我が生業の発
展向上に繋がるのです。
そのためには、毎週例会出席を
「昼飯会」
と揶揄され
ないように会員各位が創意工夫して例会場にて、和
気あいあいと語らえる雰囲気作りに取り組まなけれ
成28年6月17日に開催された
「フレッシュロータリア

ばなりません。そのためには毎週同じ会員同士が寄

ンフォーラム」
で地区研修員 木越正司様のデジメか

り添うのではなく、SAAがリードして座席作りや例会

ら頂きました。

進行をすることが何よりです。

日本のロータリーの創始者 米山梅吉様の「ロータ
リーの例会は人生の道場！」
・
「人づくりの修練の場で
ある！」
と言う言葉は、
ロータリーの例会を語る上にい
の一番に語られる言葉です。今月のロータリーの友
縦組18ページ「友愛の広場」福井西ロータリークラブ
中村俊雄様の『今、
クラブが変わらなければ組織存
亡の危機』
という題で投稿された文面にもしっかりと
記されています。
どうして、例会は人生の道場と言わ

幹事報告 (3/11)
2020-21年度第1309回（第31回例会）

幹事 村上 俊二

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
今日の例会はオンライン
（zoom）
を併用することで開
催されています。例会開催する以上コロナにかから
ないように感染対策を十分行いましよう。

れるのでしょうか？

それではこれからの行事予定を申し上げます。

私は30数年前、入会当初にたたき込まれた
『例会出

■3月11日
（木）、本日の卓話は小林会員であります。

席義務』
の意味の深さを知ることなく、
新入会後3ヶ月

小林会員よろしくお願いします。

は、
とにかく必ず出席することだ！とつよく言われまし

■3月13日
（土）、
この日は2021〜2022年度の為の

た。そして、下足番如く
「名札番」
をして名札を取って

PET研修及び地区チーム研修セミナーが10時より

『○○さん、
こんにちは！』
と挨拶して名札を渡すこと

Zoom ウエビナーにて開催されます。会長エレク

を仕込まれました。当クラブも、創立当初はそのよう

ト・次年度幹事及び地区委員長並びに委員の皆様

にされていたかも分かりません。

よろしくお願いします。

それは、会員各位は、職場ではそれぞれ一国一城の

■3月18日
（木）
、
この日の卓話は栗山会員であります。

主で「おらが一番」
で、時には職場内で威張り散らし

午前11時半より第2回ノミニー理事会が開かれます。

ておられることもあるかもしれないが、
クラブ内では

また例会終了後第10回4月度理事会が開かれま

全員会員として今はやりの「平等」感覚で、その一国
一城の主の立場を見直す場として例会場に来て心落
ち着かす雰囲気に浸ることができるのです。
会員のほとんどが自分の職場では
「社長」か「先生」
と
呼ばれる立場の人ですね。
そこで、例会場ではお互いに
「○○さん」
とか、
クラブ
内での肩書き『○○会長』
・
『○○幹事』
・
『○○委員
長』
と呼ぶように心がけることを申し合わせして推奨
しているクラブもあります。
そのことは、2枚目の「例会出席はロータリアンの義
務である」
と記されている3つの項目の認識をするこ

す。会場はいずれもサファイヤルームになっており
ます。
■3月25日
（木）、
この日は太閤園3RC懇親会が昼例
会で開かれます。満村委員長ご準備よろしくお願
いします。
■4月1日
（木）、
この日の卓話は前田会員であります。
前田会員ご準備よろしくお願いします。
尚、11時30分より5月度役員会が開かれます。
■4月8日
（木）、
この日の卓話は植屋会員です。植屋
会員ご準備よろしくお願いします。

契約と法律と裁判所について

小林 俊統 会員
てチンプンカンプンだと思います。法律家の文章は
悪文の代表例と言われることがあります。
分かり易く言えば，
「お願いします」
と言われて
「分か
りました」
と応えることによって契約は成立するという
ことです。皆様も契約は口頭でも成立するということ
を聞かれたことはあると思います。

大阪中之島ロータリークラブの皆様，
こんにちは。本
日の卓話を担当させて頂きます，小林俊統です。
卓話の題名が「契約と法律と裁判所について」
となっ
ており，かなり大仰な題名になっていますが，私の初
めての卓話なので，特定の法律のことよりも，
もっと
基礎的な話をした方が良いと思い，
このような題名
にさせて頂きました。
ロータリーの基本理念が奉仕であることから，私なり
に今回の卓話に向けて法律家として奉仕するとは，
どういうことかということを考えて見ました。
困っている相談者を法的知識でサポートしてトラブ
ルを解決することも重要ですが，
これは，あくまでも
仕事であって奉仕ではないと思います。
律家として奉仕すること，
このことを考えるに当たって
ヒントとなったのが，
父の発言であったと思います。
相
談者と話をしているときにジョークを交えて雑談をす
ることもありますが，
そのような時に父が
「弁護士の世
話になることが無い方が良いんだけどね」
と言ってい
たことがありました
（勿論，
ジョークという意味です）
。
弁護士に相談に乗ってもらわなくともよい，
すなわち，
トラブルの無い世の中を作ることができたら，
とても
素晴らしいことではあります。
しかしながら，
「弁護士の世話にならなくても良い」世
の中というのは，それだけにとどまらず，一般の方々
が法的な知識を備えている，そのような世の中であ
ると思います。
そこで，今日は皆様に法律に対して関心を持って頂
ける機会となればと思い，卓話の題名を
「契約と法律
と裁判所について」
とさせて頂きました。
先ず，契約についてですが，法学において，契約とは，
特定の法律効果の発生を目的とした申込みと承諾の
意思表示の合致と定義されていますが，皆様にとっ

契約と聞くと，不動産など重要な取引について契約
書を作成する場面を思い浮かべると思いますが，契
約とはそのような場面に限られません。むしろ，私た
ちの日常生活を詳しく分析すると，私たちが契約を結
んでいない日は無いといえます。
コンビニで飲み物を買って代金を払う，
タクシーで目
的地まで運んでもらう，中之島ロータリークラブが太
閤園に会場を使用させてもらう，全て，一方が「お願
いします」
といい，相手方が「分かりました」
と言って
いるから成立している関係であり，契約になります。
契約があるから，
この会場を使用できるのであり，な
ければ不法侵入になってしまう訳です。
私たちが他人に対して請求したり，
命令したりすること
が許されるのも契約をしているからです。雇用契約が
あるから従業員に対して指示・命令ができるわけです。
契約は，
「お願いします」
と言われて
「分かりました」
と
応えることによって成立するわけですから，基本的に，
どのような内容の契約を結んでも許されます。
例えば，自分の財産を赤の他人に譲るという契約で
あってもお互いが了解していれば，贈与契約として有
効であり，何も問題ありません。
基本的にどのような内容の契約を結んでも許される
ということは，誤解を恐れずに言えば，契約が一番優
先されるということです。
だから題名でも
「契約」
を筆
頭に持ってきました。
ただ，契約の当事者だけであらゆる場面を想定して
取り決めておくことは難しいですし，好き勝手な行動
まで許される訳ではありません。
そこで，当事者が想定していないことが生じたときや，
このような契約を許しては社会の秩序を乱すといえ
るとき等に法律が適用され，解決が図られることにな
ります。違法な物に関する取引を許してはならないこ
とを考えて頂ければお分かり頂けると思います。
では，法律とは何かということになりますが，法律と聞
くと，守らないといけないものというイメージを抱か
れると思います。
そこに法律とは何かという問いに対

する答えがあると思います。
憲法学的には法律の定義について争いがありますが，
一先ずは，法律とは「国会が定めるルール」
であると
覚えて頂ければ大丈夫です。
人は様々な場面でルールに出会うことになります。学
校であれば校則，会社では就業規則，
ロータリーにも
規則があります。
では，法律とは，
どのようなルールかというと，
日本全
国のどこに居ても適用されるルールになります。
ちなみに，現在の日本において，
どのくらいの数の法
律が存在しているのか調べてみると，約1,900に及
ぶそうです。
日本が明治維新を成し遂げてから，現在
まで約150年ですから，1年間で十数の法律，1か月
に1つのペースで法律が制定されたことになります。
法律と聞くと，むずかしいというイメージがあると思
いますが，
ルールを定めている訳ですから，
「こういう
場合は，〜しても良い」
「こういう場合は，〜してはい
けない」
ということが書いてあるだけなのです。
人は必要があるからルールを定める訳ですから，法
律が出来るという時は必ず社会的な要望に基づいて
いるわけです。飲酒運転が問題となったことから，危
険運転に関する罪を定める法律が出来たという経緯
があります。
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ニコニコBOX

11

辻（一）
：ニコニコです。
村上：小林会員、本日の卓話楽しみにしています。
吉田：ニコニコ
嶽下：小林会員の卓話楽しみです。
下岡：ニコニコ
北村（讓）
：①東日本大震災10年、災害に備えましょう！
②小原さん、久しぶりです。お元気な様子
で安心しました。
前田：今日は久しぶりに新地のおばさんと同伴です。
植屋：震災10年、黙とうです。
満村：ニコニコ
小原：ニコニコ

本日合計 : ￥23,000
累

●出席報告

新しい法律が出来たら，
その第1条を見て下さい。第
1条には法律の趣旨が規定されることが多く，そこに
何故この法律が出来たのか，理由が書いてあります。
例えば，裁判員に関する法律であれば，第1条に国民
の司法に対する理解と信頼を増進するためという目
的が書かれています。

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
28名
（リモート参加1名）
欠席者
7名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
2月18日の修正出席率

80.00 %
80.00 %

このようにして，
契約や法律を駆使して，
それでも解決
できない時に裁判所に訴えを起こすことになります。
裁判と聞くと，
これもまた難解なイメージがあると思
いますが，裁判所もあくまでも国家機関であり，平た
く言えば役所に当たります。
裁判所に書類を提出して判決を求めるという行為は，
市役所に住民票の発行を申請するために書類に必
要事項を記入して提出するという行為と同じであり，
パラレルに考えて理解して頂ければと思います。
私たち弁護士は，そのような裁判所に提出する書類
の作成方法について実務経験を積んでおりますが，
日本の訴訟制度は弁護士が代理人に就いていなけ
ればならないという訳ではなく，本人が作成すること
が原則になっております。
だからこそ，今回の卓話のように皆様に法律や裁判
について興味を持って頂けるきっかけになれば大変
光栄です。
ご静聴ありがとうございました。

計 : ￥780,000

3月11日のメニュー
先

付

造 り

若牛蒡旨煮
鯛松皮

薄揚

人参

木の芽

鮪磯辺 あしらい

煮

物

ひろうす
（海老 銀杏 木耳 グリーンピース）
わらび 山葵

八

寸

小付 もずく 落し芋 クコの実
干し海老厚焼玉子 鰆菜種焼 一寸豆
三色団子 蓮根さつま 烏賊雲丹

外出し
温 物 なめことろろそば 蟹
葱 そば出汁

金糸玉子

食 事 梅紫蘇ちりめんじゃこ御飯
香の物
止椀

二種盛り
赤出汁

0名
0名
0名
0名

