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人類の歴史はまさに感染症との戦いです。感染症法は、重症化リスク
や感染力に応じて感染症を「1類」から「5類」に分け、国や自治体が
行うことができる措置の内容を定めています。

1類 : 危険性が極めて高い
エボラ出血熱、ペスト

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 9/29 のお知らせ

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間
月間テーマ（9月）

2022年9月15日
第1358回（本年度 第10回）例会

（ 9月8日）

♬SONG : 「日も風も星も」
●30周年リハーサル

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●臨時総会　前年度事業・決算報告
　前年度事業報告：北村讓 前年度会長
　前年度決算報告：北村讓 前年度会長
　前年度監査報告：

西田 前年度会計監査

※次週、9月22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。



2022-23年度第1357回（第9回例会）
幹事報告 (9/8)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
本日の卓話は北村薫会員の卓話です。宜しくお願い
申し上げます。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■9月8日（木）、卓話：北村（薫）会員

■9月15日（木）、臨時総会（事業・決算報告）
　第4回10月度理事会 13：40～

■9月22日（木）、休会　定款第8条第1節

■9月29日（木）、創立30周年記念式典リハーサル
13：00～

■10月6日（木）、地区米山奨学委員会（植屋会員）

　第2回クラブ協議会

（地区関係）

■9月17日（土）、クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委
員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月23日（金）～25日（日）、秋のRYLAセミナー（茨
木RC）
　場所：パナソニックリゾート大阪
　ロータリアン14：00～集合

■10月8日（土）、地区公共イメージ向上セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～

2類 : 危険性が高い
ポリオ、結核、鳥インフルエンザ、ジフテリア

3類 : 危険性は高くないが、感染症の集団発生を起こ
しうる　
コレラ、腸チフス、細菌性赤痢、腸管出血性大
腸菌感染症

4類 : 動物・飲食物を介して感染、人から人の感染は
ほとんどない
サル痘、デング熱、日本脳炎、狂犬病

5類 : 発生・拡大を防止すべき感染症
季節性インフルエンザ、風しん、水痘（水ぼうそう）

と分類されております。

現時点では新型コロナは感染症法上の「2類相当」と
され、病院や医院が全患者の名前や診断の経緯や
基礎疾患の有無等報告します。政府は今月7日に新
型コロナ完成症患者の自宅待機の10日から7日に軽
減するとともにと26日に全例報告の見直しをすると
発表しました。

ここで新型コロナウィルス感染症を2類相当から5類
に変えてはと言う意見が出てきております。2類では
医療費公費負担、患者の全数把握、入院勧告、就業
制限ができますが、新型コロナ感染症が5類になりま
すと医療費公費負担が外れ受診やワクチン接種など
の患者さんの経済負担が増えますが、入院勧告、就
業制限の縛りが減り患者さんの自由度は増えます。
患者数の全数把握の縛りも減りますので医師の報告
義務が減ります。

現在のオミクロン株の致死率が0.13％、季節性イン
フルエンザの致死率が0.05％ですが、ワクチンが致
死率、重症化率を下げているデータが出ております。
5類にするとワクチン接種が有償となり、高齢者のワ
クチン接種が進まなくなるのが、政府のジレンマでは
ないかと推察しております。

私の考えでは、新型コロナ感染症の患者さんが季節
性のインフルエンザ患者さんがタミフル等の経口薬
がどの医療機関で簡単に手に入るまでは2類相当で
やっていくのがよいかとは思います。



こんな職業奉仕もありますよ

担当 ： 北村 薫 会員、 講師 ： 大阪南ＲＣ　草刈 健太郎 様

私の家族構成は父、母三兄弟で、私の上に姉、私、妹
です。

私の姉は高校の先生を殴って退学なるぐらいあれて
いました。

その次の私もだいぶ悪かったのですが姉を見て中途
半端な悪ガキでした。。

また、妹がその二人を見て三度目の正直でまともに
勉強して大学まで進学したのであります。　

私にとっては姉ちゃんは、怖い存在でした。

同じ会社に働いているにも半年ぐらい今でも話して
いません。

最近歳をとって弱さを感じる時があります。

学校で先生を殴って退学になった姉ちゃんだけれど
も、一番弱く、弱音をはかず、私達家族を守ってくれて
いると感じています。

草刈家の守神だと最近なぜか想うのであります。

私の元々の夢は映画の世界に行きたくて、小学生の
時にスピルバーグの映画twilightzoneを見て感化さ
れました。今でも私は、見ていない映画はないぐらい
まだ好きなのであります。

それで私が高校生、妹が小学生の2年生の時から私
の横で映画を見るようになったのであります。

その影響で、妹が映画の道に進むようになったので
あります。

妹が私の夢を胸に海外へとアメリカロスアンゼルス
の大学へと進んでいったのであります。

私の夢は妹であり、妹の夢は私でありました。 

私はその代わり映画の道を諦めて仕事一本で励むこ
とが出来ました。

その夢が一瞬で奪われ、命まで奪われました。

どれだけ辛いか？皆様の家族を亡くされている方も
いらっしゃるでしょうけど・・・

15年前12月1日朝天気の良い日でありました。

姉から妹が殺されたかもわからないと日本に連絡が
あり、その日にLAまで飛行機に飛び乗りました。

不安で飛行機の中で父や母が不安げな顔をして時
には泣け叫び異様な光景だったと思います。

関西空港からLAに着き、妹の海外留学のきっかけで
私の親戚が後に続きLAに住んでいましたので、その
親戚が迎えに来てくれました。

その到着した日が日曜日で担当警察管休みであった
のに、私たちのことを気遣いホテルまで来ていただき
ました。

まだ信じれないのと、父、母が絶対妹は殺されていな
いと訴えて伝えたところ、そのsheriffが妹が殺された
死体現場まで連れて行っていただきました。

現場はまだそのままで部屋中逃げ回ったのか部屋中、
固まった血がシャワールーム床に散乱していました。

最後に浴室のところで身体の形をなぞられたところ
に大量の血の塊があったのでここで息を引き取った
のだと感じました。

その現場を見ても父や母が信じられない！！

妹と会わないと死んでいないというんですね、、、

正直、私もそのような状況でした。

頭が混乱していたというか信じたくないのが勝って
いて受け止められなかったのが状況でありました。

その次にsheriff（警察官）に、妹に会わしてくれと嘆
願しました。

しかし相手も仕事であり、死体を調査、解剖を行わな
いと会わせることが出来ないと、、、

こっちも興奮状態でありましたのでその女性警察官
に失礼極まりない態度をとったと思います。

その私たちの普通ではない感情を読み取ったのか、
そのsheriffから今会わせることが出来ないけど本当
は見せることはできないけど、現場検証の写真を見



せますと言われました。

そのsheriffが父、母に気を使ってくれたのか、お兄さ
んだけに見せることだけ許してください。と言いました。

ズタズタに身体中に30か所以上の刺されている写
真を見せらました。

ホラー映画の一部のシーンを見ているようでした。

だだ単に何10か所も刺され動物が放置され腐った
物体しか見えませんでした。

その時にどのような気分になるでしょうか？ 

母には絶対見せないように写真を見たのであります
が、後から聞くと母は透明にすべて見えていたという
のであります。（人間とは究極になるとそのような能
力も発揮するのだと感じました。）

その時、家族全員妹が殺されたことを認識したので
あります。

アメリカでの殺害と派手な事件になりましたので、報
道陣が日本からきて囲まれその時の家族に精神を無
視したアメリカの報道、日本の報道人が追い打ちを
かけてきたことを思い出します。

しかしその時NHKだけは外務省通じて私たちに断り
を入れて、私たちの報道しないでほしいという要望に
応えてくれました。（受信料を払っているのかわかり
ませんが、、、）

私たちにしたらどうして良いのか頭が冷静になれな
い状態です。

日本で同報道されているのか寝れない状態であり、
日本の残された家族がメディアの皆様にどのように
囲まれているのかわからない状態ではっきり不安で
ありました。

報道されると当然のことながら周りの方や知らない
方までたくさん連絡あります。

その時は、そんな対応できる状態ではないのであり

ます。

辛い中でもアメリカで葬式をどうしたらよいのか？日
本に帰ってどうしたらよいのか？

よくわからない状態で段取りをしないといけないの
であります。

その寝れない中、頭ももうろうとしている中でなにか
霊的な電波なのが私にやってきたのであります。

言葉ではない妹からのメッセージであったと私は想
います。

内容は（兄ちゃん迷惑かけてごめん。お母さん宜しく。
あの子悪い子ではないから許したってな。私が痛
かったかな？って聞いたら痛かったけど一瞬やった
わ！！っと）

その次の日から私の身体が前向きに動けるように
なったのであります。

その2週間後遺体が帰ってきて、LAでも葬儀を行い、
日本に帰り2,000人以上の参拝して頂き葬儀を行い
ました。

またハリウットでも5,000人の黙とう式を行ってくれ
ました。

今思えば妹の生きてきた価値が理解できた葬儀で
あったかのように思います。

なんで？なんで？俺じゃなかったの？どのような痛み
も苦しみも味わうから変わってほしいと神様に祈りま
した。そして神様も恨みました。

その次に、家族中（精神）が崩壊されます。精神が崩
壊した後→だれかの責任にしたい気持ちが産まれま
す→それが恨みに変わるのであります。

よく最近私、被害者家族とも会うことがあります。

代表的な団体はwillという団体、少年に犯罪を受け
た被害者団体であります。

被害者家族が加害者みたいな心境になるのであります。

何故か？私たちであれば、なぜ海外に留学させたの
か？とか？、何故彼のことを調べなかったのか？2週
間前に日本に来た時に彼がうつ病出ることが解から
なかったのか？っとか何故救えなかったのか？

最終的には何故福子に勉強を教えたせいで海外に
留学することになったやっとか？

ここまで行けば無茶苦茶です。

因みにねーちゃんは岸和田から出ません。

何故何故の不連続であります。

妹を殺した人間を恨みました。殺しに行こうとも考え



ました。

どうしたら相手殺せることができるんやろってばかり
考えていました。

殺し方もセブンという映画や羊たちの沈黙を見たり
していました。

そうして考えることが私の心の安らぎとなるのであり
ます。

大変ですよ、犯罪被害者の家族ボロボロになります。
もう落胆して、悲嘆して、精神的、体的ストレス、もうボ
ロボロになります。

しかし私には家族がいる。従業員を守らなあかんと
思ったらそんなことやりたいんやけどできないので
あります。

よく人から仕返ししなかったなっといわれますが現
実的にそのようなことできないのであります。

それが後から人を守らないという意識が、更生する
ヒントになるわけであります。

自身がどのような状態にいるのか自分自身も解らな
くなっていたのであります。（放心状態が続いている
状態です。） 

時がたち様々の人たちの支えや教えの中で、やがて相
手を殺してしまったらどうなるのかも考えるようになり、
家族がこれ以上に崩壊することも考えました・・・

このような経験をした後、楽になれる方法とは何かわ
かるでしょうか？ 

忘れることなのであります。あったことをなかったよう
に・・・ 

男は仕事があり、私としては会社の社員を守らないと
いけない責任感があり、このことについて逃げるわけ
ではありませんが、心をいやせる時間があります。

しかし、母親はそのようなことはありません。腹を痛め
た子供であります。精神的ストレス・身体的ストレス・
疲労症状・抑うつ症状... すべてが襲いかかります。

今だに妹のお骨をお墓に入れることもできず、妹の
部屋はそのままであります。

母のそのような姿を見て、妹はその時に親不孝者だ
と想ったこともありました。 

そのような姿を見て、活きているものを守らないとい
けない責任が出てきます。 

また幾度となく神秘的なことを感じ、不思議なパワー
が出てきたのも事実である。

また、追い打ちをかけてきたのは本人が無罪を主張

してきたのであります。

その時に外務省に日本の領事の方に【草刈さん海外
でこのようなことが起きた場合に裁判に持っていき
負けるパターンが多いんです。結局こちらの国は陪
審員制度で有罪か無罪は一般の人たちが決めるの
です。被害者家族はお金の問題や得るものがないか
ら途中で断念するのであります。】言われました。

その次ぎに日本の為に戦ってください。とも言われま
した。

しかしその時は会社も火の車、会社潰れても戦うかど
うか家族会議をしました。

嬉しかったのは全委員一致で戦う判断をしてくれた
時、この家族に産まれて良かったと思いました。

また、加害者家族から私どもの弁護士を通じて10億
円近くの金額をぶら下げて交渉しても来ましたが
きっぱりと断りました。（腹が立つでしょう！！）

妹は帰ってこない。得るものはお金しかないことも理
解していました。

正義の名の下に家族は戦ったのであります。

壮絶な4年弱を過ごしました。相手の無罪の主張は、
責任能力があったのか？無かったのかである。簡単
に言えば、躁うつ病の薬を飲んでいたので、わけがわ
からなくなって殺した。だから、責任能力はないのだ
と・・・・・

判決までに4年弱かかりました。

家族4人で裁判に向かいました。裁判はアメリカ・ロ
サンゼルス、ビバリーヒルズ裁判所相手の都合で裁
判にならず、10分で閉廷した。それにかかる費用は
一回150万。

（基本無罪か有罪は陪審員がジャッジする。それを繰
り返し相手側が裁判に来らせないようにして、その時
に裁判を打つのである。）

確かに、先ほども言ったように悲しみを忘れることが
人間とは立ち直れる唯一の手段である。私たち家族
にはこの裁判には得るものが全くないのである。

まあはっきり言って、やられたい放題である。尊敬す
るのは、私たち家族は何を得るものもなく善か悪を
判断してもらうため、正義を勝ち取るため、妹の供養
を願うため、日本のプライドを守るために戦ったので
ある。

4年間で総額、7,000万以上のお金や労力を使って・・・

裁判が始まり、陪審員が決まり裁判が始まりました。



その時の陪審員が全員敵にしか見えませんでした。

何故なら陪審員の中には日本人がいないのである。

4年後裁判が始まり、3か月かかると言われた裁判に
対して裁判長が私たちの負担を考えてくれて2週間
の短い期間で終わりました。

その時の光景で忘れられないのは、母親が妹福子の
写真を抱きしめて裁判所に持っていき、妹と共に
戦っている姿と、妹の死を無駄にしたくないという気
持ちが伝わってきました。

しかし陪審員に見えるので、裁判長が（お母さんの気
持ちもわかるのですが、ここは公平の場所であります。
陪審員がその写真で心が動揺しては公平性が欠け
るので閉まってくださいと、、、、）

あとテレビ朝日の山野さんがLA支局で取材して頂き
ました。

今では報道ステーションの責任者になっているみた
いです。

そこで、責任なしとなれば無罪となる。その無罪の報
道をしてくれるなっと私の父と葛藤があったのも確
かであります。

無罪になれば私たちは日本に帰れないと、、、

無罪になれば私の妹が加害者と同じように思わるの
が嫌だと、、、

皆様にはわかりませんがそのような事は許されない
のであります。

その裁判長の心のこもった気を使ってくれた言葉に
誠に感動しました。

結果は有罪！！責任能力ありという判決でありました。

殺した彼は、法廷の中で暴れまくりました。

私は異常者であると！！周りの警察官に取り押さえら
れ、、、法廷が興奮状態になりました。

そこで加害者家族の母親が私たちのところに来ました。

謝ってくれるのかと思いましたが、鬼のような形相で
私たち家族にビッチと言ってきました。

考えられないことであります。

そこで何故か腹が立たなかったのであります。

そこで加害者家族も大変なんだ！！

相手の家族も精神的に参っていて善悪の判断が出
来なくなっていたのであります。

被害者家族も被害者であり、加害者家族も被害者な
のであるとその時に想いました。

よく母に、もし反対やったらどうなっていた？っと慰め
の言葉として言います。

しかし正義を勝ちとった後は陪審員が私たちのとこ
ろに号泣きの姿でやってきたのである。共に涙、涙で
抱きあいました。

その時に陪審員の皆様に大きな負担をかけたとも思
いました。

その日は日本としても記念すべき日でありWBC戦で
LAで韓国との戦いに最後にイチローがヒットを打っ
て5対3で勝利した日でもありました。

本当は山野さんもWBC戦を見に行きたかったのに
私たちの裁判に付き合ってくれたこと心より感謝申し
上げ素晴らしい戦いの映像に仕上げてくれたこと心
より感謝申し上げます。

戦いの後、、、、

私たち家族は時間が止まったままであります。 

一つの救いは、『死』が怖くなくなったこと。妹に会え
る喜びを感じているわけであります。 

すいません。講演なのに沁みくさくなったことお詫び
申し上げます。

人間は悪は悪を創り、善は善を創るという事を経験
として学びました。 

（人とは支える中での環境の中で活きていることで、
責任感ができていることを感じました。）

（また何か守るものがなかったら復讐の中で活き、私
は犯罪者になっていたことでしょう。）

やはり人間と人間のつながりや支えあうとは大事な
ことであると改めて想いました。

是非とも皆様このような廻りで心を痛める人たちが
いたら支えてやってください。 

それが、いつか自身の為に返ってくるものだと確信し
ています。



私の心境・・・

私は完全に自尊心を喪失し生きる意味さえも失って
いました。

先ほど申しましたように、私自身ももっと大変なところ
に入っていたのかもしれません。

しかし、私がもし仕返しをしたら家族が不幸になり社
員も不幸にする。

私自身の恨みのはけ口をどこに持って行って良いか
解らない状態が続いていました。

青年会議所との出会い

その時に大阪青年会議所という団体に入っていまし
て、その仲間に支えられました。

日本全国に3.6万人のメンバーから構成される組織
で、世界で32万人の会員を擁する組織であります。

どのような団体かと言いますと、ごみの落ちている公
園にゴミ箱を置くのではなく、ごみを捨てない人を作
る団体であります。

悪い意識を善にかえる事を目的とした意識変革団体
であります。

2009年～カンボジアとの出会い

活動している中でカンボジアの人たちとの出会いで
あり、その国を何か発展するための研修事業があり
ました。

皆さんご存知の通り、先日まで人口の3分の1が殺さ
れる状況にあり今現在でも貧困が激しく、子供たちが
未来に夢を持つことなく明日活きるために過ごして
いる姿でありました。

児童買春、ごみを拾って食べている子供などなど・・

その姿を見て可哀そうだと感じましたし、この国は人
間の命を粗末に扱っているようにしか想いませんで
した。

はっきり言って憤りを感じました。 

その姿を見てカンボジアでJCを立ち上げるお手伝い
をさせて頂き、この国のために何かしてあげたいと感
じました。

ボランティアではなく仕事を通じて社会発展をしよう
と考え今現在教育番組を創る活動をしています。

そこで私自身が何不住もなく生活できている環境を
感じましたし、日本という国の素晴らしさを感じ、何も
前に進むことを失っている自身に怒りや憤（いきどお
り）りが自分を前に進めるきっかけになったと思います。

2011年の東日本大震災の遭遇して

次に東日本大震災による出会いがありました。 

青年会議所の友人がいたので、被災地まで一緒に物
資を運ぶ作業を行動させて頂きました。 

友人がこの震災をきっかけにして私に学んでほしい
と言いました。

草刈さん大阪地域でこのような事象（震災）があった
らどうするのか？ 

この震災をきっかけにしてくださいと言われました。 
その寛大さに感動して私も何かこの人にお役に立ち
たいと思いましたし、私の人間力が高まりました。 

震災で私同様に家族を亡くされた方や、人のために
命を懸けて行動する人たちを見て居てもたってもい
られなくなり被災地に数10回行きました。

学んだことは・・・何か？ 

人間とは人間を怨めば怨むほどとんでもない体力を
使います。人間とは人を恨んだりすることが基本的に
できない生物であると私は想います。 

そのことを、自分自身出来なければ悪いスパイラル
に入り悪を繰り返すのであります。

結局は罪を怨んで人を怨めないのであります。

綺麗ごとを言っているつもりはありません。 

結局は人に殺されても、自然災害で家族を亡くしても
昨日までいた家族が亡くなるのは一緒なのであります。

また、人間はしんどいことを本能的に忘れようとします。

しかし忘れていては根本的な解決にはならないので
ありこの事象を誰一人体験してほしくないと思い、被
災地の人たちは私達みたいにつらい経験をしてほし
くないと言い、この辛い経験から勉強してくださいと
も言ってくれます。 

失礼なことではありますが、その時に被災地の人たち
に元気づけられました。

自分だけが不幸ではない、このように頑張っている人
がいる。

わたしの甘さが（人を憎む気持ちが、、、）情けなく思
いました。

（今となれば、これも妹が私に与えてくれたご縁であ
りギフトであったのでないかと感じます。）

その時に何か被災地のために何かできないかとを
考えました。

炊き出しに、お好み千房さんや串カツだるまさんや、
たこ焼きくくる、うどんの今井、親戚の料理人の神田川



が賛同してくれて5,000食の炊き出しを行いました。

それではもったいないと思い石巻食産業者と大阪の
飲食店のコラボレーション事業を行い、

今では青年会議所の協力もあり大阪の35店舗の飲
食店が石巻から食産物をとっています。

代表的なものでいえばだるまさんに行くと牛タンつく
ねや石巻の牡蠣などがそのとき生まれたメニューで
あります。

その時に何か行動を起こしたら賛同してくれる人た
ちがこんなにも巻き込めることを知りました。

また嬉しいのは、恩返しをしたいということで石巻の
知り合った方から仕事の依頼を頂けることが何より
も嬉しいです。

2012年度職親プロジェクトのお誘い

その関係でのお好み焼き千房の中井社会長との出
会いである。震災から一年ぐらい過ぎた時でありまし
た。 『草刈君』刑務所に入っている受刑者の就労支援
手伝ってくれないかと連絡がありました。これが日本
財団職親プロジェクトに参加するきっかけでした。

最初に浮かんだのが【なんで俺が犯罪者の支援しな
あかんねんって】

（なんで俺が、、、） 

（東北石巻でお世話になっているので断れなかった
のが正直の気持ちであります。） 

ある時に、TV局が私が受刑者と面接に行っている姿
を放映し、妹の事件についても映しました。

その映像を見た中井会長が私に『草刈君このような
過去があったんだ。』 その言葉に、、、

私は妹に託されたものであるとで確信しました。

（大げさと思われるかも知れませんがその時ゾクッと
したというか、体がしびれました。）

初めての訪問

職親プロジェクトに入り刑務所に面接に行きました。 
初めは緊張しました。妹が入っている人間が入って
いるところなんだと・・・どのような人間が来るのかと
不安でありました。

 また加古川の刑務所（播磨）から講演依頼が来て
行ってきた。25歳～31歳の受刑者10人に簡単な公
演を行い、ガチンコで1.5時間語らせて頂きました。

ブレインストーミング方式で円になり語った。受刑者
の過去も紐を解きながら、未来を語って頂いた。結構
私が思ったよりも、皆さん未来の思いや夢がある。し
かし夢や欲はあるが、それについてのロジック（論
理）がない。一人は、会社の社員で酷くいじめられて
いたのでこれから雇われるほうではなく経営者にな
りたいと・・・ 私は一言、お前は間違えている。経営者
になるということは従業員やその周りの人を命を
張って守ること。

その考え方ではお前に経営者はできないと・・・言い
ました。

もう一人は、フィリピン人と日本人のハーフである。 
悪いことを稼ぐお金と、良いことをして稼ぐお金は同
じであるという考え方である。 はっきり言って危険な
奴である。 しかし、稼いだお金をフィリピンのスモー
キー・マウンテン（貧民が住むゴミ捨て場）のために
行いたいと・・・ （綺麗事である。 

しかし綺麗なお金を稼ぐことには初めはしんどいけ
ど継続的に稼げることはできる。人を創り、物を創り、
お金を創ることができる。（人、モノ、お金）なのである。 
人とは、心があり意識がある。

（この世の中での活きる唯一のものだと・・・）悪い物
（薬）を輸入や輸出して稼ぐことよりも、もっと良いこ
とをして稼げる手法を「例え」理論で語った。「例
え・・・お前はフィリピン語も日本語も話せる。お前が
スモーキンに行って日本語を話せるフィリピン人を
500人創造できたら？日本とフィリピンの懸け橋にな
ればどのような商売が創造できる等など・・・」などな
ど10人とガチンコで話をしました。 

私が思いついたのは受刑者に企画書を書かくように
勧めました。

その企画書を会社に送ってきたのでありますが小学
生二年生が描く絵でした。

神戸拘置所の話

先月神戸拘置所から連絡があり、人を殺害した受刑



9月8日のメニュー

・パンツァネッラ　トスカーナ風
・大葉ジェノヴェーゼのパスタ
・はちみつのフロマージュブランと葡萄のソルベ
・ブレッド・バター
・珈琲

者に被害者遺族の気持ちを話してほしと。2人は傷害
で殺害した少年でした。

一人気になる子供がいました。

無感情な小年は21歳だったと思います。

彼も親がいなく、それは狙って悪い大人が誘いをか
けてきたのである。

それは共に住み、彼の生活保護を搾取していたので
ある。

そのともに住んでいる生活保護者がその女性リーダ
が気に入らないということで、殺害を命じたのである。

その殺害の仕方が食べ物を口から無理やり押し込み
嘔吐した物も無理やり入れ、窒息死さえたのである。

壮絶な光景であり、ホラー映画であったと思います。

たぶん彼はその光景が忘れず毎日苦しんでいるのだ
と私は想います。

最後に彼が私に罪は償えるのかって？

私は罪なんか償えるわけないやろ！！しかし出所して
からの被害者に対しての行動は報われるとおもう
よっと！！

彼は泣き出しました！！

彼は一生そのことを頭において生きていかなければ

ならないのである。

大人が子供の心までむさぼるような行動をしてはい
けないのである。

産まれながらに私たちとは違う不幸なハンディを背
負っている人もいるけれども可哀そうとは思わない
ようにした。 

（不幸を背負っているのは皆様だけではないのであ
る。） 

しかし負けても負けても、いつか勝つ喜びと、真っ直
ぐ生きる意味を教えたい。



ニコニコBOX8
9

栗山：北村薫さん、卓話楽しみにしています。

北村（讓）：大島さん、本日はメーキャップ有難うござ

います。

戸田：北村薫さん、代理卓話楽しみにしています。

井本：北村薫さん、卓話楽しみにしています。

辻（義）：ニコニコ

北村（薫）：卓話者、草刈さんをよろしくお願い致します。

先週は娘のお祝いをありがとうございました。

高島：誕生日のお祝い有難うございます。早速頂戴し

ております。

嶽下：ニコニコ

西田：北村薫さん、今日の卓話楽しみにしています。

ニコニコ

前田：結婚祝いのお花有難うございます。

早退のお詫び

満村：ニコニコ

宗森：今日は白露です。大気が冷えて露が出来始める

ころです。

清水：北村薫さん、卓話楽しみにしています。ニコニコ

下岡：ニコニコ

植屋：草刈様、卓話よろしくお願い致します。ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥47,000

累　計 : ￥382,500

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 2名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 31名 国内ゲスト 0名
欠席者 5名 外国ゲスト 0名

出席率 86.11 %
8月18日の修正出席率 83.33 %

●本日のビジター
ゲストスピーカー（大阪南RC） 草刈 健太郎 様
大阪船場RC 大島 弥生 様

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

佐賀野会員が第１回米山功労者（１０万円達成）の
表彰を受けました。

杉村会員にクラブより退院祝いの
お見舞金がわたされました。


