
母子の健康月間

2019年4月

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

2018-2019年度 RI会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう
2018-2019年度国際ロータリー・テーマ

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル4F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com
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■2500地区2019年　2月
　平均出席率 78､0％

■帯広5RCクラブ出席率 　2月
帯　広ＲＣ
帯広北ＲＣ
帯広南ＲＣ

85.6％
74.2％
77.2％

帯広東ＲＣ
帯広西ＲＣ

94.4％
76.8％

第1261回例会
 

会長方針 ロータリーを居心地の良い場所にしよう。
そして温かい関係をもたらそう。

Weekly Report

ホームページが新しくなりました

◆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

■ニコニコ献金
　4月8日 　38,000円　　累計 　624,000円

■出席状況報告
　2月平均出席率　77.2％

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH
Weekly Report

第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ
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（１）帯広南ＲＣ、創立記念夜間例会
　　　開催のご案内
　　　日　時　4月22日（月）
                       午後6時30分
　　　場　所　北海道ホテル
　　※尚、アルコールがでますので飲まれる方は
　　　運転をお控えください
（２）帯広南ＲＣ、4月29日（月）の例会は、休
　　　日のため休会と致します。

■会長挨拶　　　　　　　 　　　　　　　　　　小田衣代　会長

■会務報告　　　　　　　森田かおる　幹事

■委員会報告

　三浦　静子会員：創業45年目4月1日
で代表取締役が二代目になりました。
頑張ってくれる者と思います。それを
信じてニコニコです。

　岡田　佳奈会員：お誕生日のお祝いありがとう
ございます！私の周りの皆さんも笑顔で充実の日
々をすごせます様に・・・ニコニコ

　成田　りさ会員：札幌のペイントSHOPも今年
4月で2周年を向えボンビーガールの森泉ちゃんも
テレビで絶賛と使って頂きました。
3600色カラーペイントを塗料ばなれの社会にます
ますひろめていきたいと思います。

　所　　紀夫会員：本年8月8日 いよいよスーパー
ホテルがオープンします。ニコニコ期限迫りました。

■ニコニコ献金　　　　　　　重森康弘会員

■プログラム

4月8日　　会長挨拶
4月1日に新しい元号が発表されました。「令和」とされ、会社のテレビで社員
とその瞬間を共有しましたが、驚きの声も出ず、淡々と聞いていました。
皇太子さまが天皇として迎えるふさわしい元号だと思います。
十勝を舞台にしたNHKの朝ドラ「なつぞら」が始まり、十勝らしい風景もこ
れから存分に見られるようですので、十勝のいいPRになればと思います。
昨日16年ぶりに新しい知事が誕生しました。
私たちが住むこの北海道が冬の間貯めていたエネルギーを解き放って、大きな
花を咲かせて、新しい知事には、中小企業の育成支援や地域創生、エネルギー
環境問題、そしてグローバル化など活躍していくことを期待したいと思います。
今月は「母子の健康月間」です。2014年10月にRI理事会は、4月を重点分野、
「母子の健康月間」としました。5歳未満の幼児の死亡率と雁患率の削減、妊婦
の死亡率と雁患率の削減、より多くの母子に対する基本的な医療サービスの提
供、保健従事者を対象とした研修、保健ケアの提供、母子の健康に関連した仕
事に従事することを目指す専門職職人のための奨学金の支援を強調する月間で
す。
さて、皆さん　8050問題を知っていますか？
80代の親が50代の引きこもりの子供の生活を支えているという事です。
40歳から64歳のひきこもりの半数が5年以上引きこもり、中には30年以上の
方もいるそうです。又、40歳から64歳のひきこもりは61万3000人でして、
15歳から39歳までのひきこもりが54万人だそうです。
ひきこもりが100万人以上いることに驚きすら感じます。
今日は各小学校の入学式です。
今は学校生活が複雑なうえ、子供たちもストレスを抱える学校生活を送らなけ
ればならないようです。不登校が将来のひきこもりにつながらないようにした
いものだと思います。
もっと子供たちを自由に、大人は余計なひと言を言わないようにしましょう。
何はともあれ、ロータリークラブの会長の時に新元号になったことはおめでた
いことです。
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以上いることに驚きすら感じます。
今日は各小学校と中学校の入学式です。
今は学校生活が複雑なうえ、子供たちもス
トレスを抱える学校生活を送らなければな
らないようです。不登校が将来のひきこも
りにつながらないようにしたいものだと思
います。もっと子供たちを自由に、大人は
余計なひと言を言わないようにしましょう。
何はともあれ、ロータリークラブの会長の
時に新元号になったことはおめでたいこと
です。

　一色　　貢会員：誕生日祝いありがとうござい
ました

　

　4月 1日に新しい元号が発表されました。「令和」
とされ、会社のテレビで社員とその瞬間を共有しま
したが、驚きの声も出ず、淡々と聞いていました。
皇太子さまが天皇として迎えるふさわしい元号だと思い
ます。
十勝を舞台にしたNHKの朝ドラ「なつぞら」が始まり、十勝
らしい風景もこれから存分に見られるようですので、十勝の美
しさや魅力が全国に伝わりいい PRになればと思います。
昨日 16 年ぶりに新しい知事が誕生しました。
私たちが住むこの北海道が冬の間貯めていたエネルギーを解き
放って、大きな花を咲かせて、新しい知事には、中小企業の育
成支援や地域創生、エネルギー環境問題、そしてグローバル化
など活躍していくことを期待したいと思います。
今月は「母子の健康月間」です。2014 年 10 月に RI 理事会は、
4 月を重点分野、「母子の健康月間」としました。5 歳未満の
幼児の死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、
より多くの母子に対する基本的な医療サービスの提供、保健従
事者を対象とした研修、保健ケアの提供、母子の健康に関連し
た仕事に従事することを目指す専門職職人のための奨学金の支
援を強調する月間です。
さて、皆さん　8050問題を知っていますか？80代の親が50代
の引きこもりの子供の生活を支えているという事です。
40歳から64歳のひきこもりの半数が5年以上引きこもり、中

三浦　静子　会計
　後期分の会費が未納の方が若干
います。宜しくお願いします。

進藤直哉　青少年奉仕委員長
　チャリティーフリーマーケットが
5月12日（日）10時よりイトーヨーカ
堂で開催します。
皆様には出品商品を提供して頂きたい
とお願いです。

　松田　整　プログラム委員長
　本日は「資格士業卓話」で弁護士の
中野会員にお願いしました。
　
資格士業卓話　弁護士　中野尊仁会員
　弁護士という立場からお話したいと思います。
先日ある会員の方と話している時、弁護士は敷居
が高いとお話頂きました。
確かに弁護士の所に行くというのは当事者と話し
合ってそれでもだめで裁判をやるという段階にな
って行く所で、すぐに何か相談するところではな
いかとは思いますが、
弁護士の立場から申し上げると
紛争が煮詰まってから来て頂くよりもできるだけ
早く来て頂いた方がいいことが多いです。
お医者さんと一緒で問題の早期発見は重大な事件
を防ぐことが出来、メリットもあります。
弁護士は最終的に証拠によって導き出される真実
というものを重視しなければならない。
これは神様から見た真実、本当の意味での真実と
はちょっとずれます。
あくまで証拠から導き出される真実というものに
ついて意識をしておかなければならないと私は解
釈しています。
ご近所のトラブルでは法律的に勝ったとしても依
頼者の方のデメリット、不利益になってしまう事
もあるので周りのことも意識しなければならない。
離婚でも夫婦の言い分だけではなく、子供の事も
意識しなければならない。
代理人である弁護士が一歩引いて冷静に周りを見
渡してアドバイスをすることが必要ではないかと
思っています。
弁護士の所に相談に行くのは早い方がいいといい
ました。それは証拠の話と大きく関わってきます。
紛争を有利に進めるために強い証拠がほしい場合
相談を受けてみて、依頼者の話では強い証拠がな
い場合これが早い段階で相談を受けている場合証
拠が作れる事もあります。
契約書の重要性はお解りと思いますが、事業者が
取引にあたって契約書は非常に重要です。
十勝では契約書がない場合が多いです。何千万円
という契約なのに契約書がないのです。
裁判になったときには裁判官は企業が大きな金額
の取引をするとき契約書がないという事は有りえ
ないと考えています。
そうすると契約書がないとおかしいとなり、契約
の成立について争いがあるならば契約書を作って
いない会社が悪いとなります。不利に事実認定さ
れてしまいます。
契約書を作ることご検討いただければと思います。
少しでも敷居が低くなって相談しやすくなって頂
ければと思います。　

プログラム
弁護士　中野会員
弁護士という立場からお話したいと思います
先日ある会員の方と話している時、弁護士は敷居が高いと
お話頂きました。たしかに弁護士の所に行くというのは当事者と
話し合ってそれでもだめで裁判をやるという段階になって
行く所で、すぐに何か相談するところではないかとは思いますが
弁護士の立場から申し上げると
紛争が煮詰まってから来て頂くよりもできるだけ早く
来て頂いた方がいいことが多いです。
お医者さんと一緒で問題の早期発見は重大な事件を防ぐことが
出来、メリットもあります

そうすると敷居が高いというのは顧客の皆さんにとっても
非常にまずい話言う風に感じました
今日は少しでも敷居が低くなったらうれしいな言う風
思っています。
今日は皆さんに4つのテストこれを題材に私が仕事をして
いるしていく上でどんな事を考えているかということを
お話ししていこうと思います
弁護士の仕事の一旦は垣間見ていただいてなにかあった
とき弁護士に相談してみようかなと思って頂ければ嬉しい
なと思います
4つのテスト例会で初めて聞いた時非常にシンプルですが
とても参考になると思いました
ただ日常生活だと普通の生活であればそのまま当てはめて
いいかと思います。
自分の仕事に当てはめてみたときどうなのか
弁護士にあてはまるだろうかとおもいました
真実かどうか
真実でなくても主張するのが弁護士なのではないか
ドラマでは証拠のねつ造に近いものなどやっていたりします
真実かどうか重要なのかと思いました
皆に公平か
弁護士が公平ではいけない　依頼者のためにどれだけ頑張るか
ではないか
そんな事を思ったりします
校英と友情を
弁護士が出て行くと愛憎と
皆のためになりかどうか
はじめて4つのテストを見たときに思いました
ただよく考えてみるとそうではないのではないかと
そういう風に思うように到りました
真実かどうか
これは弁護士にとって本当に重要な点で
弁護士がまもるべきものとして
弁護士　　規定というものがあります弁護士依頼は
ルールは第5条には弁護士は真実を尊重し審議に従い誠実かつ
公正に職務を行うものとすると書かれています
これは真実を積極的にするという義務がある
というものではないですが真実か主張してはいけませんよ
嘘の報告をしてはいけない
実際この例にそむいて紹介された事例があります
証拠のねつ造なんかはもってのほか
真実かどうか
常に意識しておかなければならないと思ってます

弁護士は最終的に証拠によって導き出される真実というもの
を重視しなければならない
これは神様から見た真実、本当の意味での真実とはちょっ
とずれます
あくまで証拠から導き出される真実というものについて
意識をしておかなければならないと私は解釈しています

この点は大変重要なのであとでまたお話しさせていただきます
みんなに公平か
事案の決断の　　を意識することによりためには
双方が争っている事件を我々が担当することになりますが
その時に一方の当事者100％悪い事はほぼほぼないです
どちらかはここが悪い事があります
実際裁判になったら白黒つけるから別にそんなこと意識しなくてもいい
と思われるかもしれませんが
裁判をするのは私達が扱っている2割に満たないです。
ほとんどは弐李交渉で解決していきます
これなぜかと言うと裁判はものすごく時間がかかります
そしてまたお金の面でも依頼者の方に負担がかかるようになっている
場合によっては依頼者の方に証人として出廷をして頂かないとじｍ
尋問を受けていただいてそういう負担を考えていると裁判というのは
出来るだけさけたいというのが弁護士としての考えもあります
依頼者の事を考えてのことです裁判は避けた方がいいと思っています
交渉でまとめるためには相手の言い分をある程度考えてあげないといけない
当事者の解決には公平になるかどうかここは重要な点ではないか
校いつ友情を深めるか
弁護士の所に来た時点で代替深刻な事になってしまってただ
憎しみが続くという事は担当する弁護士としては出来るだけ避けたい
と思っています。そのための努力は私はしているつもりです
たとえば、法律的には払う必要がないという時でも
払ってあげればいいんじゃないと思う事もあります
相手が親族であったり、農家の場合には同じ集落の
良く顔を合わせる仲間だったり、お隣さん同士の関係だったり
こういう場合事件で一時的に勝ったとしても弁護士としては
終わりますがそのあとの人間関係続いて行くんです
それを考えたときに勝った負けたことが後々まで残って
しまいます。人間関係がスムーズにいかないという事は
容易に想定できるかな
法律的には勝てるんだけど道義的にはこういう部分で
払ってあげるという要素はあるんじゃないと私のほうから提案する
事もあります。
これがみんなに公平か
と考えます。全額でなくても少し払った方がと話す場合もあります
みんなのためになるかどうか
この視点も重要だと思っています
争っている当事者だけでなくてその回りも見なければならない
地域での紛争なんかもそうです
ご近所のトラブルでは法律的に勝ったとしても依頼者の方の
デメリット、不利益になってしまう事もあるので
周りのことも意識しなければならない
離婚なんかでも夫婦の言い分だけではなく子供の事も
意識しなければならない当事者は熱くなっていますから
熱くなった当事者から代理人である弁護士が一歩引いて冷静に
周りを見渡してアドバイスをすることが必要ではないかと思っています
4つのテストは弁護士にも妥当する重要な視点なのではないかと思っています

弁護士は最終的に証拠によって導き出される真実というもの
を重視しなければならない
これは神様から見た真実、本当の意味での真実とはちょっ
とずれます
あくまで証拠から導き出される真実というものについて
意識をしておかなければならないと私は解釈しています
弁護士のみならず報道関係者が意識をしている非常に重要な
ポイントです。
裁判の大まかな原則
まず、自分の有利な事実であるという事を主張する側が言わなければならない
そして事実を出したうえでそれに対して相手がそれを認めている
行った場合は証拠は要りません
それについて争いますと言ったときは証拠が必要となります
何か紛争が生じたときに弁護士が考えることは依頼者が求めていること
に対してその背景には契約が成立しているとか何か製品の問題がある
相手から暴力を受けて傷つけられた治療費慰謝料が発生しているとか
事実関係が必要となりますその事実関係について当然依頼者はいってきますが
そこに証拠があるかどうかで見ていきます
個々が一般の人には理解して頂けないところですが真実は自分が知っている
目撃者なのだからとなりますがそれが証拠となるものなのか
という視点で我々は見ています
そこにギャップが生じてきます
弁護士は相談を受けた段階から主張しなければならない事実を
分類していてそれが証拠となるか、その証拠がどの程度強いものか
信用性があるものか吟味していきます
逆に請求される側の場合も同じです
相手が握っている証拠が強ければ裁判で勝ちにいくのではなく
どう和解しようか考えます
我々にとって証拠は重要なものである
　

弁護士の所に相談に行くのは早い方がいいよといいました
それは証拠の話と大きく関わってきます
紛争を有利に進めるために強い証拠がほしい
相談を受けてみて依頼者の話では強い証拠がない場合
これが早い段階で相談を受けている場合証拠が作れてしまう事もあります
契約書の重要性はお解りと思いますが
事業者が取引にあたって契約書は非常に重要です。
十勝では契約書がない場合が多いです。何千万円という契約
なのに契約書がないのです。裁判になったときには裁判官は
企業が大きな金額の取引をするとき契約書がないという事は
有りえないと考えています。
そうすると契約書がないとおかしいとなり
契約の成立について争いがあるならば契約書を作っていない
会社が悪いとなります。不利に事実認定されてしまいます
契約書を作ることご検討いただければと思います。
少しでも敷居が低くなって相談しやすくなって頂ければと
思います

 

　


