
第 1743 回例会 

9 月 17 日 №11 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

 

本日は私が所属している「横浜弁護士会相模 

原支部」についてお話ししたいと思います。私 

は平成 20年から支部の幹事を務めております。 

（支部長をするまで止められない） 

＜相模原支部の幹事として何をしているか＞ 

・三庁情報交換会＋ボーリング大会（裁判所、 

検察庁） 

・法曹三者懇談会 

・五警察署長との懇談会 

・五士業合同相談会＋セミナー＋懇親会（税理 

士会、行政書士会、司法書士会、社労士会） 

・建築士事務所協会との住まいるフェスタ＋研 

修懇親会 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐々木 敏尚 

・首都圏支部サミットへの参加（H24は茨城県 

土浦支部、H25は長野県松本） 

・支部会員向けの研修会 

・支部連絡委員会、４支部の会（川崎支部、県 

西支部、横須賀支部） 

＜横浜弁護士会とは＞ 

神奈川県内に法律事務所を持つ弁護士全員が 

加入する法定団体です。弁護士会は弁護士法に 

基づいて地方裁判所の管轄区域ごとに設立され 

ていて、全国には 52の弁護士会があり、弁護士 

は必ず弁護士会に加入しなければなりません。 

全国の弁護士、弁護士会で組織される連合体 

が日本弁護士連合会です。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

 

＜強制加入＞ 

神奈川県内の弁護士会は横浜弁護士会ただ一つ 

です。横浜弁護士会は横浜市中区にあり、この地 

には横浜地方裁判所、横浜地方検察庁、横浜家庭 

裁判所があり、裁判所、検察庁と弁護士会は神奈 

川県の司法の中枢を担っています。 

川崎、小田原、横須賀、相模原にそれぞれ裁判 

所、検察庁の支部が設けられており、横浜弁護士 

会も川崎、県西、横須賀、相模原に支部を設置し、

神奈川県内全域をカバーしています。ちなみに、

会費は現在のところ、毎月 40,600円 

    ＜弁護士自治＞ 

弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義 

を実現するためには、いかなる権力にも屈するこ 

となく、自由独立でなければなりません。そのた 

め日弁連には、完全な自治権が認められています。 

弁護士の資格審査、登録手続は日弁連自身が行 

い、日弁連の組織・運営に関する会則を自ら定め 

ることができ、弁護士に対する懲戒は弁護士会と 

日弁連によって行われます。弁護士会と日弁連の 

財政は、そのほとんど全てを会員の会費によって 

賄っています。 

このように弁護士に対する指導監督は、日弁連 

と弁護士会のみが行うことから、弁護士になると、 

各地のいずれかの弁護士会の会員となり、かつ当 

然に日弁連の会員になることとされているのです。 

例えば、安田弁護士のケース（概要、略） 

    ＜弁護士数は急増中＞ 

・相模原支部の弁護士数は H25.4.1現在で 65名。 

H16 は 30名（2.1 倍）、H6 は 17 名（3.8倍） 

・横浜弁護士会の弁護士数は、H25.4.1現在で 1358 

 名。H15は 750名（1.8倍）、H5は 539 名（2.5 倍） 

・日弁連の弁護士数は H25.9.1現在で 33,581名。 

H15は 19,508 名（1.7倍）、H5は 14,596名（2.3 倍） 

    ＜横浜弁護士会の会名変更＞ 

横浜弁護士会という名称を、神奈川県弁護士会 

または神奈川弁護士会又はかながわ弁護士会へ変 

更すること。会則改正の要件は、出席会員の 3分 

の 2以上の同意。 

○会名変更を求める理由 

     神奈川県内の弁護士が加入しているのであり、 

横浜だけではない。対外的に誤解を生じやすい。 

  

 

 

時代の流れである。現在、都道府県と名称が不 

一致なのは横浜（神奈川）、金沢（石川）、仙台 

（宮城）の 3つのみ。 

○会名変更に反対する理由 

 神奈川より横浜の方が国際的な知名度が高い。 

 裁判所や検察庁と足並みを揃えた方が良い。横 

浜という名称に愛着がある。変更を求めるやり 

方が気に入らない。 

＜相模原支部に合議制を／合議制を求める理由＞ 

・医療過誤事件等の重大事件を扱えない。 

・刑事の準抗告などを扱えない。（被告人の身柄拘 

束が長引くという不利益が生じている） 

・管内人口約 85万人。他と比べ大規模支部であり、 

より少ない本庁・支部が合議制を扱っている。 

・政令指定都市で合議事件を扱っていないのは、 

相模原だけ。 

・相模原支部には 5名の裁判官がおり、合議事件 

を審理できる法廷もあるので、合議制を扱って 

もデメリットは無い筈。 

＜相模原支部は来年 20 周年を迎えます＞ 

日時：H26年 6月 14日（土）13:00～17:30 

場所：「センチュリーホテル相模大野」 

（紙面上、一部要約にて掲載） 

    

 

昨日の台風は各地に甚大 
な被害をもたらしました。 
昨今の異常気象は侮れませ 
ん。備えだけでも確認して 
おく必要があるでしょう。 
先日はアンケートのご協 

力有難うございました。 
9 月 2 日に臨時理事役員 

会で協議した結果、意見が 
まとまらず、皆様の意見を確認したく実施に至り 
ました。その結果を 9 月 10 日に臨時理事会で諮 
り、協議した結果『条件付否決』という事でまと 
まり、会長・幹事にて神田会員にご報告しました。 
 9 月 14 日に神田会員より理事会結果をご理解頂 
き、案件を取り下げて頂くこととなりました。 

今回の事案は私自身、いろいろ勉強させて頂き、 
少々時間はかかりましたが、これから何をすべき 

 

http://www.yokoben.or.jp/profile/gaiyou/location/index.html


  
 

か、何が強みで何が弱みかが見えてきたように思 
います。今後のクラブ運営に繋げて参りたいと思 
いますので、今後も会員皆様の協力を宜しくお願 
い致します。       （一部要約にて掲載） 

 
  ＜職業ショートスピーチ＞ 

神田 達治 

 今回は会長幹事始め、会 

員皆様にご迷惑をおかけ致 

しました。条件付否決とい 

うことで、傷心ではありま 

すが、また今後も見据えて 

と思っておりますので、宜 

しくお願い致します。 

では、職業についてお話 

させて頂きます。私の職業 

分類は「日本料理」で、もう 40 年近く携わって 

おります。若い頃は高校から無理を言って大学へ 

行かせてもらい、数か月ほど会社勤めもしました 

が、やはり料理の世界に入りました。 

今、日本料理は世界的にも人気がありますが、 

    値段的に高いというイメージがあるようです。 

 仏教用語に“五味”という味覚がありますが、 

60才を過ぎてから、味に対して衰えを感じて、今

は料理から遠ざかって、若い者に任せております。 

          （概要にて掲載） 

      

 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①昨日までの台風は大変でしたね。被害はありま 
 せんでしょうか。 
②本日、卓話の佐々木さん、ショートスピーチの 
 神田さん、楽しみにしております。宜しくお願 
 い致します。 
●小野 孝会員 
①結婚記念日祝、有難うございます。 
②卓話の佐々木さん、楽しみにしています。 
●阿部 毅会員 
①ショートスピーチの神田会員、卓話の佐々木弁 

     護士よろしくお願いします。専門の話は噛み砕 
     いて願います。 

②結婚記念日祝をして頂き、有難うございます。 
     もう 44 年位になりますか？！ 

 
 

●瀬戸 裕昭会員 
入会記念日祝を戴き、有難うございます。いよ 
いよ 8 年目に入ります。まだまだひよっ子です 
ので、皆様のご指導、宜しくお願い致します。 

●佐々木 裕会員 
 入会記念日をお祝い頂き、有難うございます。 
今年で 26 年になります。老人ですが、今後共 

 よろしくお願い致します。 
●佐々木 敏尚会員 
①本日お祝を受けられる皆様おめでとうございます。 
②本日、卓話をさせて頂きます。卓話 3 回目にし 
 て、既にネタが尽きてしまいました。 
皆様、ぐっすりお休み下さい。 

●中里 和男会員 
 お祝を受けられた皆様、おめでとうございます。 
●丸子 勝基会員 

先週、仕事で台湾に行き、郭さんのいる台中文 
 心 RC を訪問し、歓迎を受けました。ロータリ 
 ーそして米山奨学生の絆と有難味を感じました。 
●江成 利夫会員 
①ショートスピーチの神田会員、宜しくお願いします。 
②卓話の佐々木会員、楽しみにしています。 
●最住 悦子会員 
 ショートスピーチの神田さん、卓話の佐々木さ 
 ん、お話楽しみにしています。秘話を期待して 
 います。 
●神田 達治会員 
①台風一過！会長・幹事・理事役員・会員皆様に 
 は立候補の件で大変ご迷惑をお掛けしました事 
 お詫び申し上げます。クラブ皆様には引続き、 
 ご指導宜しくお願い申し上げます。 
②職業ショートスピーチをします。宜しく。 
●西島 満会員 
①結婚記念日・入会記念日の方々、おめでとうご 
 ざいます。 
②米山奨学生の王さん、ようこそ。 
●田後 隆二会員 
 今日は早退します。佐々木さんの卓話、途中で 
抜けるの残念です。 

●竹田 繁会員 
①所用のため、早退致します。 
②結婚記念日、入会記念日の皆様、おめでとうご 
ざいます。 



 

 

   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①米山月間卓話者派遣について 

     地区委員会で検討しました結果、下記メンバー 

でお伺いさせて頂きます。卓話日:10 月 15日 

○米山奨学生 李 准碩（リ ジュン ソ）さん（男）、 

 大学：日本大学 国籍：韓国 

○地区米山奨学・米山学友委員 横溝志華さん 

2.相模原大野 RCより,青少年交換ホストファミリ 

顔合わせのご案内 

     台湾からの来日学生/陳子軒君も元気で過ごし 

ておりますが、ホストファミリーをお引き受け 

にあたり顔合わせ会を行いたく、クラブ会長及 

びホストファミリーご夫妻で、お越し下さい。 

     日時：9月 29日（日）18:00～  

場所：イル・ヴィネイト（相模大野） 

 

米山奨学生                  王 爽 

      皆様、お久し振りです。2020 年東京オリンピック

おめでとうございます。アジアでは初めての 2 回目

の開催で、チームジャパンのプレゼンも素晴らしく、 

        感動しました。私は外国人で、日本に来て 3 年で、

小さな力ですが、 

オリンピックと被 

災地のために、 

何か力になりた 

いと思い、頑張 

ります。 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

     ゲスト   王 爽さん（米山奨学生） 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○結婚記念日祝 

・阿部 毅会員 9月 15日 

・小野 孝会員 9月 24日 

○入会記念日祝 

・佐々木 裕会員 1983年 9月 13日 

・瀬戸 裕昭会員 2006年 9月 26日 

 

＜お祝ショートスピーチ    阿部 毅＞ 

結婚 44年目に入ります。 

家内は 2軒の家の孫の面倒 

で毎日ヘトヘトになり、男 

子の孫に振り回されてます。2020年の 

東京五輪も決まりましたの 

で、それも楽しみにやって 

いこうと思っています。 

  

例会プログラム 

９月２４日夜間例会 18:30 点鐘「小田原屋」 

１０月 １日例会取止め 

＊１～３日韓国・龍仁 RC 周年式典参加 

出席報告 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www.sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２４名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．３０％ １００％ 
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