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第４８９回 卓話・ロータリー理解推進月間に因んで      

 

 

 

                   

 

 

 

元気に卓話される 

 清水利夫特別代表 

 

 

 
 

 

会長 佐川順一 
本日は東クラブより清水利夫 特別代表に卓話講師

としてお出でいただいております。先生には創立以

来、クラブの後見人としてずっと南クラブの歩みを

見守ってきていただいております。昨年は１０周年

記念事業にもお話をいただきました。今年度、新し

いステップを歩み始めた南クラブとしても今後もご

指導を仰がなくてはなりません。今日はロータリー

理解推進月間にちなんでお話を頂戴する予定でござ

います。最後まで御清聴のほどお願いいたします。

さて、新聞、テレビなどで日本の調査捕鯨船にグリ

ーンピースなどのＮＧＯ団体が実力で妨害行動に出

てくる記事を目にします。 
国際調査捕鯨委員会（ＩＷＣ）は捕鯨賛成派と反対

派の国に2分され、意見がまとまりません。反対派

の主張は地球最大の生物、鯨の絶滅に繋がるとして、

また、賛成派は鯨のエサになるプランクトンや小魚

の減少による漁獲高の減少を主張しています。どち

らも資源の確保を目的に争っているわけですが、そ

れぞれ食生活の相違からくるエゴが見え隠れします。

捕鯨国は現在約 
６２万頭いるといわれるミンククジラを年間６００

０頭捕獲して数の均衡を保っているということです

が、仮に捕鯨国がいっさい鯨を捕らなくなったら実

際海の生態系はどうなるのでしょう？ 
おそらく一時的に鯨の個体数は急増し、結果、エサ

になる小魚は激減するでしょう。マグロは日本人の

食卓から消えていくでしょう。しかし、個体数が増

えすぎた鯨もえさの確保が出来なくなり、何十年、

何百年後には消え去っていく運命になるのではない

でしょうか？結局、年々増加する今現在の人口を押
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム １月３０日（水） 
会員プレゼンテーション 

｢熊谷南ＲＣホームページ開設について 
 



さえることが最善策なのかなと勝手に想像していま

す。つまるところ、地球環境を破壊する一番の原因

は自分勝手な“人間の存在”なのではないでしょう

か？ 
 
 
ロータリー理解推進月間にちなんで 
   特別代表 清水利夫 
 
第１ 特別代表について 
 
１． 特別代表の職務 

クラブ設立時に、ガバナーから委嘱を受けて、

ガバナーが行なうべきクラブ設立手続きを

ガバナーに代って代行する人。 
 

２． 名称としての「特別代表」は誤訳 
代表とは、ある団体に所属する者の中から対

外的に対処する職務を担当する人のこと。例

えば、会社の代表取締役、ロータリークラブ

の会長、代表世話人、代表幹事など。 
他方、代理とは、本人から独立した立場で裁

量権を有しながら、事務処理を行なう人をい

う。特別代表の上記職務から見ると、独立し

た裁量権を有しているので「特別代理」また

は「特命代理」の方が実態にふさわしい名称

である。 
 
第２ ロータリーの魅力とは 
 
１． 基本的には 

いろいろな職業の人と友人になれること 
 

２． 異業種の人と友人になれるとは 
友人が得られることに加えて、この友人を通

して、異業種の世界が理解できること。 
 

３． 友人になると 
現実には、友人となった親しさの余り、友人

の職業に関する意識が薄れてしまう。すると、

「異業種の友人」という感覚が呆けてしまう。 
 

４． 魅力の復活 
ＲＣは職業奉仕が金看板。職業奉仕を例会に

生かすこと、例えば職業に関する次のような

卓話を期待したい。 
① 建築確認の偽装工作に起因し、建築着工

件数が昨年同時期の４割減となってい

る。これらについて建築関係で岡部会員、

高田会員に。 
② マンションが売れ残り、急に投売りの大

量発生見込みとなっている。これを不動

産取引関係の棚澤会員や小野寺会員に。 
③ 原油の値上がりの影響、ガソリン税の特

別措置法の継続の有無などにつき、運送

関係の丑久保会員に。 
④ 万能細胞の研究が進められていますが、

歯科医療関係の李会員に、永久歯が抜け

た場合でも再生できるようになるのか、

卓話をお願いしてみたい。 
 

５． 具体的方針 
会長、職業奉仕委員会、プログラム委員会の

連携で、月に１度位、タイムリーな問題を捉

えて、卓話を企画してはいかがか。 
 

６． 隗より始めよ 
私は、弁護士の立場から来年から始まる裁判

員制度について、お話をしてみたい。 
このように、職業奉仕を例会に生かすことに

よって、ロータリーの魅力を甦らせては、い

かがでしょうか。 
 
第３ 裁判員制度について 
 
１． 裁判員制度とは、どのようなものか 

一般国民が裁判官と一緒になって刑事裁判

を行なう制度。平成２１年５月から開始。 
 

２． 導入の目的 
国民の感覚が裁判の内容に反映されるよう 
 

３． 裁判員が参加する裁判は、どのような事件か。 
殺人、強盗致死傷、危険運転致死、放火、身

代金誘拐など、重大犯罪に限られる。 
年間、全国で３，０００件位 
 

４． 裁判員の選ばれ方は 
① 裁判所ごとに、毎年、翌年の候補者とな

る人を選挙人名簿の中からクジで選び、

名簿を作成する。 
② 事件起訴されると、その事件担当候補者

がクジで 50 人位選ばれ、裁判所へ呼び

出される。その中から、辞退希望者、欠

格者等が除かれる。 
③ 残った候補者の仲から、裁判員が選ばれ

る。 
５． 裁判員候補者として裁判所へ呼ばれる確率

は 
全国平均で      

年間５００人に１人 
毎年選出されるので、１０年間だと 
             ５０人に１人 
２０歳の人は７０歳までの５０年間だと 

卓話 



１０人に１人 
 

６． 裁判員の欠格事由 
① 司法関係者、大学の法学部の教授、准教

授 
② 知事、市町村長、自衛官、服役者 
③ 事件の関係者、裁判所が不適当と認めた

人 
 

７． 辞退することの可否 
原則として辞退出来ません。例外的に 
① ７０歳以上の人、学生又は生徒 
② 裁判所へ行ったり、職務を行なうことが

困難な人例えば、重い病気・怪我、同居

親族の介護・教育 
 

８． 法律のことを知らなくとも裁判員が務まる

か 
裁判所で説明してくれるので、大丈夫 
 

９． 裁判には、どれ位の日数がかかるか 
事件にもよるが、数日から１週間くらい 
 

１０．裁判員には日当が出るのか 
  日当も交通費も支給されます。 
 

１１・仕事を休むと解雇されないか心配 
   公民権の行使として、解雇できないことにな

っています。 
     
          以上 
                                                       

 
 

 出 席 報 告 
 
例会日 １月２３日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３１  １２  １４ ５ ５５％ 

お客様：特別代表・清水利夫様 

 ニコニコ BOX 

佐川順一会長・加藤公一幹事 
 一時心配された“雪”にならなくて幸いでした。

皆様、足元の悪い所、ようこそおいで下さいまし

た。本日の清水利夫特別代表の卓話、拝聴しまし

ょう。清水先生、よろしくお願いします。 
熊谷東ＲＣ・熊谷南ＲＣ特別代表・清水利夫様 
 本日は、卓話講師としてお招き頂きありがとうご

ざいます。一緒に楽しく勉強したいと思います。 
島﨑次弘会員 
 寒さが身にしみるこの頃です。今日は雪が降りま

した。アダモの歌に「雪が降る」という名曲があ

りました。「♪雪は降る、あなたは来ない。あなた

は来ない、いくら呼んでも♪」スリーピング会員

達よ！佐川会長の嘆きと悲しみをわかってくれ

～！特別代表、清水利夫様。本日の卓話よろしく

お願いします。 
山口茂会員 
 清水利夫特別代表様、前年度は特別に色々御指導

頂き、大変ありがとうございました。深く感謝致

しております。又、本日の卓話大変楽しみに致し

ております。 
棚澤正行会員 
 清水特別代表、本日はお忙しい中、当南クラブへ

御指導に来て頂きありがとうございます。次年度

会長予定者の棚澤です。よろしくお願いします。

雪かきしなくてよくなりラッキー。 
吉田博三会員 
 みなさま、こんばんは。清水特別代表、ようこそ

南ＲＣへお越し下さいました。本日の卓話、楽し

みにしております。私、少々風邪気味のため、マ

スクを着用しておりますが、決して怪しい者では

ありません！吉田でした。 
李一孝会員 
 清水先生、本日は卓話よろしくお願い申し上げま

す。今日は本当に寒いですね。 
井上哲孝会員 
 皆様こんばんは!!清水特別代表、本日のご指導、

宜しくお願い致します。すみませんが本日は所用

のため早退致します。最近、“会報”の色具合が大

変悪く、申し訳ございません。メンテナンスにも

う少々お時間をいただきたく思いますので、ご了

承の程お願い申し上げます。井上でした。 
小野寺弘行会員 
 みなさん、こんばんは。清水特別代表、本日の卓

話、宜しくお願い致します。寒さに負けず、頑張

りましょう。 
植竹知子会員 
 明日は道が凍るかもしれませんネ！充分気を付け

て下さ～い！一番寒い時期ですが、皆さんカゼな

どひかず頑張って下さい。私も２/２３のコンサー

ト頑張ってます！今、３分の２うまりました。 
加藤博会員 
 本日は、清水利夫特別代表様、いつも大変お世話

になっております。ご指導よろしくお願い致しま

す。卓話楽しみにしております。 
 

 

 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 井上哲孝・川岸勝・渡邊藤男 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


