
 
 
 
 
 
 
 

第 1557 回例会 21 年 1月 26 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ビジター紹介  大阪北 RC 大槻 文蔵様 
大阪東RC 山本 博通様 

ゲスト紹介   和歌山地方検察庁 
          三席検事  古賀 栄美様 
４．出席報告  

会員総数68名 出席者数40名 出席免除会員1名 

  出席率 58.82％ 前回修正出席率 76.47％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

 皆様、今日は。本日

のゲストは和歌山地

方検察庁の古賀栄美

様です。ようこそお越

し下さいました。後程

卓話していただくこ

とになっています。ま

た、大阪北 RC、大槻

文蔵様、大阪東 RC、

山本博通様ようこそ

いらっしゃいました。 
1月25日（日）ＩＭ2

組、インターミーティングに大勢ご出席いただき有

難うございました。クラブを代表して発表して頂い

た中西秀文さん、御苦労様でした。ＩＭでは四人の

教育委員長から小中学生の現状報告がありました。 
・今の子供は夢を持っていない。 
・人とのつきあいが下手である。 
・ネットでのイジメの書き込みがある。 
年々離婚等で片親の子供が増えている等の発表

がなされ、青少年教育は家庭、学校地域で暖かく、

厳しく、根気強く取り組まなくてはならない。ロー

タリーが進めているキャリア教育を、3日間位の職

場体験教育でやってほしいとの話も出ました。その

他、活発な奉仕活動が発表され、内容のあるＩＭで

した。 
同じく、1月25日（日）2640地区、2650地区、2660

地区、2680地区の４地区合同のローターアクトの情

報交流会が京都で開催されました。中西ローターア

クト委員長は、ＩＭ発表と重なった為に山畑弥生さ

んに出席お願いしました。御苦労様でした。 
1月23日（金）角谷さんの商いの道60年をお祝い

する式典に、海南東ＲＣ会員全員をお招き頂きあり

がとうございました。バイオリンの演奏も素晴らし

く時間の経つのも忘れ、楽しく過ごさせていただき

ました。 
商いの道60年のお話を伺い、一言一言に感銘を受

けました。ロータリーの職業奉仕の精神が見事に濃

縮されたお話でした。素晴らしい式典にお招きいた

だき心より御礼申し上げます。 
 

６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 岩出 RC 
  2 月 12 日（木）→2 月 14 日（土） 

14：00～15：10 
 岩出市総合体育館小ホール 

きさらぎコンサート 
○休会のお知らせ 
 和歌山中 RC     2 月 20 日（金） 
○2 月ロータリーレート １＄＝88 円 
 

７．ゲスト卓話 

和歌山地方検察庁 三席検事  古賀 栄美様 

「裁判員制度につい

て」 

 今年の 5月 21日以

降に起訴された一定

の重大事件（殺人、

強盗致傷等）につい

て、国民から選ばれ

る裁判員が刑事裁判

に参加し、被告人が

有罪か無罪か、有罪

の場合どのような刑

にするかを判断する

制度が実施されます。 

和歌山県では、対象事件数は、概ね 1 年間当たり

20 件から 30 件程度であり、これらについては、和歌
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山地方裁判所本庁において、原則として 3名の裁判官

と 6 名の裁判員の方によって審理されることになり

ます。裁判員になれない一定の理由がある方を除き、

20 歳以上の方であれば、誰でも裁判員になる可能性

があります（1年間で裁判員又は補充裁判員になる確

率は、約 5,000 人に 1人であり、裁判員候補者として

裁判所に呼ばれる確立は、約 400 人から 800 人に 1人

です。） 

裁判員に選ばれることについては、社会生活に支障

を生じるのではないかとの不安を聞くことが多いの

ですが、全体の約 7割の事件については裁判が 3日以

内に終わると見込まれている上、裁判の 6週間前まで

には職務従事予定期間を記した書面とともに呼び出

し状が送付されることから、余裕を持ったスケジュー

ル調整が可能であると思われます。裁判員になったこ

とについてインターネットで公表するなどは禁止さ

れていますが、身近な人に話すことは禁じられておら

ず、周囲の方に事情を説明して理解を求めることも可

能ですし、休廷時間中に、職場などに連絡を取り、状

況の報告を受けることもでき、このような点で社会生

活への支障は軽減されていると思われます。また、勤

務している方については、裁判員として必要な休みを

取ることが法律で認められており、仕事を休んだこと

を理由として不利益な取り扱いをすることは法律で

禁じられておりますので、この点に関してもご理解を

お願いしたいと思います。 

なお、70 歳以上であるなど法律で認められた事情

がある場合には辞退することができますし、それ以外

にも、親族や同居人の養育介護などの事情がある場合

や、重要な仕事があり、自らが処理しなければ著しい

損害が生じると裁判所が認めた場合など、やむを得な

い理由がある場合には辞退もできますが、国民の皆さ

んが参加することによって、ひとりひとりの感覚や経

験に根ざした新鮮で多様な視点が裁判にもたらされ、

その結果、裁判が身近なものとなり、国民の皆さんの

司法に対する理解と信頼が深まることが期待されて

おりますので、なにとぞご協力をお願いいたします。 

 

９．閉会点鐘 

 

 

 

○一般ニコニコ 

中村文雄君  サンコーさん（角谷さん）ありがとう

ございました。お世話になりました。 

阪口洋一君  角谷さん、先日はお招きいただきあり

がとうございました。 

前田洋三君  角谷さん、先日はお招きいただきあり

がとうございました。 

宮田貞三君  角谷さん、お招きいただきありがとう

ございました。 

       寺下さん、ＩＭ運転ご苦労様でした。 

山名正一君  古賀検事さま、本日ご多忙のところお

越しいただきありがとうございます。

宜しくお願いします。 

       角谷さま、お世話になりました。 

       昨日、ＩＭ参加者の皆様ご苦労様でし

た。特に中西さま、大役お疲れでした。 

柳生享男君  角谷さん、先日はありがとうございま

した。 

田中丈士君  先日、角谷さんには大変お世話になり

ありがとうございました。 

辻  亮君  角谷さん、ありがとうございました。 

山田耕造君  角谷さん、先日はありがとうございま

した。 

深谷政男君  角谷さん、ありがとうございました。 

谷口誠也君  角谷さん、ありがとうございました。 

谷脇良樹君  角谷さん、ありがとうございました。 

山東剛一君  角谷さん、土曜日はありがとうござい

ました。 

大江久夫君  角谷さん、60 周年をお迎えおめでと

うございます。また、招待いただきあ

りがとうございました。 

奥村匡敏君  角谷さん、お世話になりありがとうご

ざいました。 

岸 友子君  角谷さん、“商いの道 60 年”お疲れ様

でした。記念式典お招きありがとうご

ざいました。 

角谷勝司君  先日は大変お忙しい中、私ども「商い

の道 60 年 謝恩会」にご出席いただ

きまして誠にありがとうございまし

た。本来ならば本日出席させていただ

きまして御礼を申し上げるところ、社

用のため欠席させていただきました。

書面にて厚く御礼を申し上げます。ど

うもありがとうございました。 

 

次回例会 

第 1558 回例会 平成 21 年 2 月 2 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
 
 
 
 

2009－10 年度 

国際ロータリーテーマ発表 
 
2009 年国際協議会が、アメリカ・カリフォルニア

州サンディエゴで始まり、1 月 19 日午前 9 時からの

開会本会議で、ジョン・ケニー国際ロータリー会長エ

レクトから2009－10年度ＲＩテーマが発表されまし

た。 
 
THE FUTURE OF  
ROTARY 
IS IN YOUR HANDS 
 
ロータリーの未来は 

あなたの手の中に 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


