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  親睦例会・矢部会員卓話（裁判員制度について）   

         

      裁判員制度について熱弁する矢部会員          

             長谷川新入会員入会式     

            
        宣誓をする長谷川会員         ロータリアンとしての活動に期待する会長 

 今年中に是非“会員 30名”の声を聞きたいものです。 

皆様ご協力をお願いします！ 

 
 



        
 
                   
                                                     

 
 
                                         
 
 

                    

  
熊谷東 RCより大勢の会員の皆様が駆けつけて例会に花を添えて下さいました。挨拶する東 RC井桁会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会後、食事をとるお客様、左より、細川末廣様、吉田繁幹事、山田義明様、小川智様 
ビュッフェ形式の今夜の味、いかがでしたか？ 

 

 

 

 

 

 

 
 

澤田次期第５グループガバナー補佐の話を聞く当日出席者 
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3月 3日



   第 2回米山部門セミナー2月 28日東松山紫雲閣にて 

     
 点鐘をする梅澤パストガバナー     ガバナー挨拶代理の西川エレクト 

 

 
      発表をする米山奨学生の皆さんとお疲れの島﨑委員長 
 



    
 

 
   「一年を振り返って」の発表をする米山奨学生の皆さん 

  

  当クラブへ卓話に来て頂いた金
きむ

根在
じゅぐん

くん   

           この日の一番素晴らしい発表でした。 



 

      熊谷市都市整備部公園緑地課と桜の植樹の打ち合わせ 

     
                      岡本社会奉仕・職業奉仕委員長と笠木主査 

  

          6月に予定の職場訪問例会・権田酒造への下見 

      

       
                            権田社長へ質問攻めの渡邊幹事 
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第２４回会長挨拶 
                          

    棚澤 正行 
 
 みなさんこんばんは、本日は東ロータリーク

ラブより井桁会長をはじめとして、沢山のお客

様の御来訪を頂き有難うございます。 
 今日は待ちに待った新入会員の長谷川さん

をお迎えしての親睦例会です。会員の皆様どう

か宜しくご指導お願いします。 
 長谷川さんご入会おめでとうございます。会

長挨拶の後、入会式を執り行います。 
 
 まずは理事会の報告をさせて頂きます、先日

の JC との共同事業の打ち合わせ報告、地区大
会への写真の展示、事務局の内規、次年度組織

表、細則変更の件等の審議をし御承認を頂きま

した。詳細につきましては後日となります。  
  
 昨日、桜の植樹の打ち合わせに岡本委員長と

現地、別府沼公園に行ってまいりました。熊谷

市の整備部公園緑地課の笠木さんに来て頂き

当日は、課長と 2人で出席して頂けるそうです。
また、マスコミ関係にも幹事が声掛けしてくれ

たので大きな事件がなければ来て頂けると思

います。よそ行きでご参加ください。 
  
 ２月２８日に地区のイベントが２つありま

した。この後報告があると思いますが、一つは

加藤ガバナー主催の「秩父祭の文化遺産を考え

る」というシンポジウムで、岡本職業奉仕・社

会奉仕委員長に行ってもらいました。 
 もう一つは「第２回米山部門セミナー・米山

奨学生の卒業式」でした。これについも一緒に

主席して頂いた島﨑委員長よりこの後事細か

に報告があると思いますので、私からはさらっ

と話をさせて頂きます。 
 
 修業を積んだ加藤ガバナーは、もしかすると

同時に両方出席できるのではないかと考えて

いましたが、最初に司会の西村さんが重なった

行事について説明して、こちらには４時半過ぎ

の修了式と懇親会には間に合うとの事でした

が岡本委員長に聞いたところ、閉会の 4時半ま
で秩父にいらしたそうです。 
 
 次年度米山奨学生を当クラブが預かる事に

成っていますので結構真面目に聞いてきまし

た。 
 まず、次第に載っているガバナーの挨拶は西

川エレクトが代わりに話しておりました。ベト

ナム戦争、mid・wayの話を例に出し、奨学生
の方達にサイバーテロとなった現代で「この経

験を世界平和に繋げて頂きたい！」と話してお

られました。 
 
 梅沢諮問委員は「今の奨学生は４人に１人は

凄く優秀で、みんな日本の良いところを学ぼう

としている」という所感と、米山に対する PR
とお礼を述べておりました。 
 
 米山の本部の金子千侍副理事長の挨拶では、

米山の歴史から始まり１４億５千万円現在の

８百名を維持するためには必要だが、５～６千

万円減少しており使ってはいけない「特別引当

金」を取り崩すか、縮小するか迫られている現

状を話しておりました。 
 
 大沢衛部門委員長は加藤ガバナーがいると

２０分以上は話すのですが、今日はトントンと

２０分早く進行しているという事と、中国系は

まだ正月休みが多く 5名欠席、米山記念館ツア
ーに大型バスに現在３０名参加なので是非参
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加して欲しいというお願いをしていました。 
 
 そこで、川越小江戸 RCの福山会長から質問
の時間に、「現在預かっている伴さんを継続さ

せるのに、クラブからの推薦だと半分の８４万

円クラブ負担があり、米山にまず送りまとめて

クラブに送金となるという事を知らなかっ

た。」という話ですが「人間関係が１年かけて

できたのに継続したいと奨学生が言っている

のを蹴る事はできない」という事。 
 委員長曰く、今回は 7名ほど継続で地区によ
っては優秀でないと合格者を出さないところ

もあり、この地区は 24 名で三千五百万円使っ
ているというお話でした。  
 
 この後の奨学生からの「一年間を振り返っ

て」のスピーチでは「自分の人生で大切な事と

思っている」、「誇りに思っている」、「人との縁」、

「日本で良かった」、「有難う」が多かったです。 
 当クラブへ来た「金・在根くん」は、やはり

一番のスピーチをしておりました。 
 彼は、人間関係が難しく 3年悩んだという話
で、かわいい子とコーヒーを飲みに行った時、

韓国では目上が払うのが当たり前なのに、かた

くなに割り勘にされた。 
 消しゴムを隣りの子に借りるのに、韓国では

黙って使って当たり前なのに、日本では「消し

ゴム貸してくれますか？」と許可をもらい、使

い終わったら「有難う！」と言うお礼を言う手

続きをしなくてはならない。言わなければ「何

だこの人は」となる。 
 
 外人の自分が日本人に一歩近ずくと相手は

一歩引く、近所の人にも迷惑をかけないのが日

本人という認識。 
 
 米山奨学を一年で終わるのはかわいそう、自

分は幸い 2年目も居られるので 2年奨学金を貰
うには貰う者のの義務があると思うと熱弁し

ておりました。 
司会の西村さんが「伊達に一番年を喰ってな

い！」とほめてました。 
 
 本日は矢部会員の卓話です、先日より矢部会

員へ卓話として裁判員制度も含めて裁判に関

して、変った所などを話して頂きたいとお願い

してあったのが、スケジュール調整をして頂き、

本日となりました。 
 勉強させて頂きますので矢部さん宜しくお

願いします。 
                       

    以  上 
 
 
 

幹 事 報 告 
     
    渡邊 藤男 
 
１．地区より 
 ＊２０１０－１１年度 地区役員の委

  嘱について（お願い） 
 ＊２０１０年 地区協議会開催のご案

  内 
 ＊バギオだより Vol. １７ 
 ＊学友会ニュース 第１３７号 
     
    以上が届いております。 
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卓話・裁判員裁判の運用状況について 

                               

     矢部 喜明会員 
 
① 通常、刑事事件の第一審裁判所については、

地方裁判所において、一人の裁判官もしくは３

人の裁判官によって行われていますが、裁判員

裁判においては、３人の裁判官と、市民から選

任された６人の裁判員によって行われる刑事

裁判です。 
② 裁判員裁判の対象事件は、原則として、Ⅰ

死刑又は無期の懲役・禁固にあたる罪の刑事事

件、Ⅱ法定合議事件であって故意の犯罪行為に

より被害者を死亡させた罪に当たる刑事事件

です。ただし、裁判員やその親族等に対し危害

が加えられるおそれがあるような事件につい

ては対象から除外される。 
③ 裁判員の選任について 
 前年秋頃 
    裁判員候補者名簿の作成（選挙人名簿

 か ら 、 翌 年 １ 年 間 裁 判 員 と                       

 なる候補者を選任） 
   前年１２月頃   
 候補者への通知・調査票の送付 
   （明らかに裁判員になれない人、一年間

 を 通 じ 裁 判 員 を 辞 退 す る 事 由                          

 があるかを調査） 
      裁判員裁判事件の起訴 
   公判前整理手続き 
  （公判期日の決定） 
 
 選任期日の６乃至８週間前 
   呼出状（選任手続期日の案内）・ 
 質問票の送付 
 選任期日当日 
   選任手続    裁判員６人、場合によって

 は補充裁判員を選任） 
④ 平均審理期間、開廷数等と公判前整理手続  

き 
  平成２０年裁判所資料 多くは自白事件 

で３，４回の開廷回数 
  通常の手続の流れ 
    起訴→ 
   〈罪状認否→冒頭陳述→検察側立証→弁  

 護側立証→論告求刑→最終弁論〉 
    →判決 
   判決期日を含め、２回で終わることもあ

る。 
    公判前整理手続 
       充実した公判の審理を継続的、計画的
かつ迅速に行うため 
   起訴後、公判前に、裁判官、検察官及び

弁護人が事前に、争点、証拠を整理して、   

短期間に計画的に公判が行われるよう準備す

る手続 
⑤ 保釈の運用  公判前の準備を充実させ

るためには、被告人を保釈させ、弁護人との   

打合せ時間を十分確保する必要があり、裁判所

もその点を配慮している。 
⑥ 証拠の厳選、その他 
  公判廷での取り調べ。これまでの裁判では、

裁判官室にもどって大量の提出された証拠を

吟味するということが多かったが、裁判員裁判

では、公判廷で取り調べれた証拠だけで裁判す

ることになり、証拠が厳選され、減少されてき

た。 
  その他。殺人事件では殺害状況を知るため

死体の写真を提出する必要があるが、一般市民

への配慮でイラストを用いることも検討され

ているが、正確、客観的に殺害状況等を把握で

きるか問題が残る。） 
⑦ 裁判員の守秘義務 
  裁判員になったことを家族、上司に話すこ
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とは、差し支えないが、インターネット等で広

く世間に知らせることは違法。 
  感想を述べることは許されているが、評議

の秘密、職務を行うに際し知ったこと迄話すと

守秘義務違反となる（感想を述べる際、評議内

容等にふれずにしゃべることができるか？制

約、制限が大きく心理的な負担が残る可能性が

ある。） 
⑧ 裁判員の保護：除外請求 
 例えば、暴力団組長、幹部が被告人となるよ

う事件では、組長、幹部への激励、裁判官への

圧力をかけようと大勢の組員が傍聴に来るこ

とがあるが、裁判員が、傍聴席の組員に顔を覚

えられ不安に感じることもあり、裁判員やその

親族等に対し危害が加えられるおそれがある

ような事件として、裁判員裁判から除外して、

通常の裁判に戻せるか、という問題が生じる。 
⑨ 統計 
 平成２１年５月２１日から１２月３１日ま

で、起訴された裁判員裁判対象事件は、全国１

２１２件、さいたま地裁管内では６１件である。 
 さいたま地裁で年間１００件の裁判裁判事

件の基礎を想定しており、今後、月１０件程度

の処理を考えている。 
 また、１月現在で、裁判員裁判法施行から約

７か月経過しているが、さいたま地裁管内で終

了した事件数は、約７件にとどまっている。起

訴から第１回の公判の日まで、約２か月くらい

要するにしても、これまでは、かなりゆったり

したペースで事件処理してきていたが、今後は、

処理速度を早める可能性が大きい。今後、事件

処理のペースがあがってきた場合、裁判所、検

察庁は、組織的として対応して大きな問題は生

じないだろうが、弁護士会、弁護士としては、

対応に問題が生じる可能性は否定できない。 
⑩ さいたま地裁の対応 
 裁判官を増員し、刑事部を４か部から５か部

から増やし、また、従来、本館、新館、別館の

３棟であったが、刑事法廷専用の建物を新築し

て対応。また、法廷には、検察官席、弁護人席

の後ろに大型ディスプレイ、裁判席に小型ディ

スプレイの設置し、証拠、書面を投影させ分か

りやすい裁判を行われるよう配慮。 
                                               
以 上 
 
 
PETS報告 高田直樹会長エレクト 
 
２月２７日(土) ２０１０年会長エレクト研修
セミナー 於東松山「紫雲閣」 
 
・ 加藤ガバナーの挨拶に始まり 
・ 地区研修リーダー 真下直前ガバナー 
・ 西川ガバナーエレクト 次年度活動方針 
・ 次年度RI会長 アメリカ ミズーリ州カー
クスビルの弁護士 

  レイ・クリンギンスミス氏 
２０１０－２０１１年RIテーマ「地域を育み、
大陸をつなぐ」 
ロータリーの使命は地域社会を動かす事で、そ

のために共通の目的に向かって結束し、奉仕活

動に時間と労力を捧げる。 
二つの方針として、世界の子供たちの育成、ポ

リオ撲滅 
 
・ 次年度西川ガバナー 
地区テーマ－幸せな未来を創るために－「他利

の心で行動しよう」 
人の心の豊かさを見失った現代社会で、自己中

心的な考え方とは対極にある、人の為、社会の

為に役立ちたいという「ロータリーの心」が大

切となり「他利の心」で生きる事 
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研修テーマについては 
栗山地区研修委員長「クラブ会長の役割と責

務」 
小池 R財団部門委員長・次年度「ロータリー財
団について」 
大澤米山奨学部門委員長・次年度「米山奨学事

業について」 
 
グループ別活動打ち合わせ 
第５グループ澤田ガバナー補佐が中心となり 
活動内容の協議 
ガバナー訪問の日程 
 
 
 

シンポジュウム「秩父祭の文化遺産を考

える」に出席して 

 
  社会奉仕委員 岡本庄一郎 
 
 去る２月２８日(日)秩父市歴史文化伝承館に
於いて、２５７０地区加藤ガバナー出席のもと、

「秩父祭の文化遺産を考える」というタイトル

でシンポジュウムが開かれた。 
 パネラーとして上田知事は県議会開催中で

欠席でしたが、久喜秩父市長、高橋秩父祭保存

委員会委員長、薗田秩父神社宮司、主催者加藤

ガバナーがそれぞれの立場で意見を述べられ

た。 
 ポイントは私なりに３点に分けてみた。 
 まず１点は、秩父祭保存委員会として秩父祭

の屋台行事と神楽をユネスコの世界無形民族

文化遺産に登録の提案を出した。現在、ユネス

コの事務局長は日本人であり、１１月にナイロ

ビで締結会議が開かれる予定で、おそらくそこ

で承認されると思う。ただ心配なのは、ユネス

コの無形文化遺産の委員長がフランス人で、西

欧の考え方は有形文化遺産が優先されるとの

事、無形文化遺産の事は、あまり積極的に考え

ていないらしい。例えば、ジプシーの踊りの様

に文化、芸能は偏見と人種差別、政治問題もか

らみ、取り上げにくい問題でもあるようだ。 
 第２点目、政治と宗教の絡み、秩父市長とし

ては、積極的に主体的に応援するのでなく、側

面から応援したいという立場である。御祭りは

神事であり、１２月３日の夜祭の日時は変えな

い。警察と共に交通問題、警備の問題、また、

ゴミ収集、ポスター等の PRについて応援して
ますという立場だ。又、市長らしい弁で、各町

それぞれに修理費を段階的に補助しますと述

べていた。 
 ３点目は神社側、宮司としての弁、秩父夜祭

は秩父盆地の風土と一体になった祭りであり、

その空間に武甲山、荒川があり、そのような山

水を祭る、それが武甲山信仰である。年に二回

の妙見祭礼があり、旧暦の２月３日迄、１０日

間の忌み籠もりを行い、それが明けて４月４日

の田植祭りとなる。 
 又、旧暦の１１月３日迄１０日間の忌み籠も

りを行い、それが明けて１２月３日の秩父祭

（妙見祭）となる。それらが妙見信仰である。 
 冬の祭礼は全国でも珍しく、又、古代より日

本の祭礼は夜の祭が本来の形であり、秩父祭は

それをしっかり守っている。 
 秩父の人達はそのように風土を守り、郷土愛

を大切にしているといえます。 
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棚澤正行会長・渡邊藤男幹事 

 本日は、東 RCより井桁会長をはじめ沢山の
MU有難うございます。矢部先生卓話宜しく
お願いします。長谷川会員ご入会おめでとう

ございます、ロータリアンとしての御活躍期

待しております、頑張ってください！ 
熊谷東 RC 会長・井桁憲治様 会長エレク

ト・細川末廣様 社会サービス委員長・山田

義明様 小川智様 幹事・吉田繁様 

 先週は、棚澤会長、渡邊幹事、澤田様にはメ

イクアップいただき、有り難うございました。

南クラブの皆様、今夜は 5人でお世話になり
ますがよろしくお願い致します。又、今夜は

入会式との事、新入会員の長谷川信様ご入会

おめでとうございます。 
岡部俊之会員 

 東クラブの皆様いつもお世話になっていま

す。今日は食事が不足しそうです。長谷川様

の新入会員、歓迎致します。今後ともよろし

く。 
澤田將信会員 

 お世話になります。澤田で～す。東クラブの

皆さん、ようこそ!!いつも、大変お世話にな
ります。長谷川信さん、入会おめでとうござ

います。 
山口茂会員 

 熊谷東 RC会長・井桁憲治様、幹事・吉田繁
様、山田義明様、細川末廣様、小川智様、御

来訪ありがとうございます。本日より当クラ

ブに入会されました長谷川信様、大歓迎致し

ます。又、本日は私の○○の結婚記念日です。 
佐川順一会員 

 本日は熊谷東ロータリークラブ井桁会長以

下、多数の皆様にお越しいただきました。ど

うぞごゆっくり。矢部会員、本日は卓話、楽

しませて頂きます。又、新入会員長谷川信様、

大歓迎致します。 
馬場孝会員 

 皆様こんばんは。東クラブの井桁会長はじめ

メンバーの皆様ようこそ南クラブへ。歓迎申

し上げます。長谷川信会員これからよろしく

お願い致します。矢部先生、卓話を楽しみに

しております。 
矢部喜明会員 

 本日、卓話の時間を設けて頂きありがとうご

ざいます。よろしくお願いします。 
[会員誕生] 
李一孝会員 

 誕生日を祝って頂きありがとうございます。

長谷川様、御入会おめでとうございます。ロ

ータリーライフをお楽しみ下さい。 
[奥様誕生] 
高田直樹会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


