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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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平和と紛争予防/紛争解決月間
次週（３月１日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）三世代クラブ合同例会 （2417回）

１）例

２）ソング

君が代・奉仕の理想

３）卓

社会福祉法人大阪水上隣保館

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「古希を迎えて-
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人生１００年の時代に」
中村
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、中島 清治会員が「裁判員裁判
について」のテーマで卓話してくれます。若きフ
レッシュな感性により、弁護士の立場からテー
マを取り上げて話してくれますので、期待して
います。会員各位の清聴をお願い申し上げます。
先週の例会にIM６組の城東ロータリークラブ
から、中山様と古谷様が来訪され、３月１７日
（土）のIM地区６組ロータリーデーに引き続き
「フレッシュロータリアン研修交流会」が１８
時２０分から２０時にかけて開催されますの
で、当クラブ会員５年未満の会員を中心に、出席
してほしいとの要請がありました。主催は、IM６
組中嶋 進治ガバナー補佐（大阪城東R.C）でテー
マは「若手の交流～クラブを超えて」です。尚、
基調講演は若林パストガバナーが担当され、軽
いお食事タイム～テーブルディスカッションで
進行されます。当クラブの該当する会員は、是非
とも出席をお願いします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 3・4月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②NO.5テーブル情報集会のご案内をお送りして
おります。出欠のご返事を事務局までお願い
いたします。

健輔

会員

③№4・7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④2月19日（月）0：00～5：00まで大阪駅前第1ビ
ル全館が停電になります。事務局FAXの電源は
16日（金）退局時に切らせていただきます。16
日17：00以降お送り頂きましたFAXはエラーに
なりますのでお気を付け頂きます様お願い申
し上げます。
⑤「天満宮観梅の会」出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑥「2018-19年度版 ロータリー手帳」ご希望の
かたは2月22日（木）までに必ず申込用紙を事
務局にご提出お願いいたします。
⑦№3・6テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
⑧「創立50周年記念誌に掲載する会員のお言
葉」の原稿を早急に事務局までお願いいたし
ます。
⑨本日例会終了後 3月度定例理事会を5Ｆ「グラ
スルーム」にて開催致します。関係各位宜しく
お願いいたします。
⑩次週は三世代クラブ合同例会になります。ご
出席のご返事を頂いております会員各位は宜
しくお願いいたします。当日の幹事報告は書
面にて会報と一緒に配布させて頂きます。写
真撮影がございますので12：00に集合頂きま
す様お願い致します。開会点鐘は12：30です。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

55名
39名(49名)
17名
10名

敬称を略す

誕生日自祝 遅くなってすいません。 坂東 信幸
弊社創業90周年を迎え自祝して
坂本 一民
本日の卓話中島清治会員のお話し楽しみです。
橋本 守之
西浦会員 先日はお時間頂き、有難うございま
した。
中村 健輔
中川さん坂東さん 先週の情報集会お世話にな
りました。とても楽しくとても美味しかったで
す。
川原 和彦
中島清治会員 本日の卓話を楽しみにして、ま
た勉強させて頂きます。
中川 政照
中島さん 本日の卓話楽しみにしております。
永田 秀次
中島さん 本日の卓話楽しみです
仲西 良浩
本日の卓話よろしくお願いします。あわせて連
続欠席のおわびとして
中島 清治
平成30年2月15日

合計金

37,000円

累計金 2,156,000円

☆☆ 先週（2 月 15 日）の卓話 ☆☆

2月15日の出席率
79.59％
４週間前（1月25日）の
メークアップを含む出席率 87.76％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)
ません。従って、裁判ではまず検察官と弁護人
は、事件の詳細なあらましと争点について、裁判
員に分かりやすく説明する時間が設けられま
す。ここで、いわゆるパワーポイントなどを駆使
して、ビジュアル的にも分かりやすい資料を作
成し、裁判員に事件の内容を分かってもらいや
すくします。この辺りは、プレゼンの才能が必要
になります。
健康ミニ情報
心筋梗塞・脳梗塞の予兆
気候の温暖の差が厳しい昨今、血管の収縮に
よって起こり命に係わります。次のような症
状があれば一刻も早く専門医の診断を受けま
しょう。
心筋梗塞の予兆
１．たまに胸が痛む時がある。
２．胸が締め付けられ奇妙な感じがする。
３．今までに経験のない胸の違和感がある。
４．気分が悪く、軽い苦しさや冷や汗などが
ある。
脳梗塞の予兆
１．片方の手足・顔半分のマヒ、しびれが時
々ある。
２．ロレツが回らない。言葉が出にくい。
他人の言うことが理解しにくい。
３．立てない時、歩けない時、フラフラする
時がある。
４．物が２つに見えたり片方の目が見えない。
また視野の半分が消える。
（健康委員会提供）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
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元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一
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我等のロータリー
ロータリー

「裁判員裁判について」
中島 清治 会員
中島は、先週、先々週、ちょうど裁判員裁判が
入っていました。この裁判員裁判の経験をお話
ししようと思います。ちなみに、中島は、今回が
はじめての裁判員裁判の事件でした。裁判員裁
判の場合は、裁判員の目に事件を触れさせる前
の準備期間が長いのです。検察官と弁護人が、裁
判官を挟んでそれぞれの言い分をつき合わせま
す。また、証人として誰を呼ぶのか、その順番を
どうするのか、という点も整理を行います。そし
て裁判のスケジュールが固まると、ようやく裁
判員の人選に入ります。名簿の中から選ばれた
１００名前後の候補者に案内を出して、最終的
に数十名に裁判所に呼び出しを行います。
裁判所で改めて簡単な質問が行わた後、検察
官と弁護人に、名簿（といっても名前のみ）から
外したい人物がいるかどうかを聞かれます。自
分達にとって都合の悪い人物であると思える人
を除外できる仕組みになっているのです。ただ、
顔つきと名前だけで、都合の悪い人物を判断で
きるわけもないので、ここで「この人を外してく
ださい」と言えるケースは無いのではないかと
思います。最後は、コンピューターによって抽選
が行われ、６名の裁判員＋２名の補充要員が選
ばれます。こうして、裁判員が選出されると、い
よいよ裁判が始まります。裁判員は、選出された
時点では、事件の極々簡単な内容（事件名と被告
人の名前、そして簡単な争点）しか知らされてい

）内は会員総数を基準とした値

