
  

 

東京丸の内ロータリークラブ 

 

第１７回 例会議事録 

 

2018年 1１月２１日(水) 

会場 センチュリーコート丸の内 

    アカンサスノース・ルーム 

 

① プログラム 

司会進行  古山真紀子会員 

開会点鐘  尾崎由比子会長 

Rotary Song「奉仕の理想」 岸宏保会員 

卓話者紹介  古山真紀子会員 

ゲスト・ビジター紹介 古山真紀子会員 

ニコニコ報告  久保田佳代会員 

 

◆ 本日のニコニコボックス 

・東京紀尾井町 RC 渡邊 俊一 様 

・東京お茶の水 RC・新クラブアドバイザー 

 牛島 聡 様  

「先日の IM はお疲れ様でした」 

・東京お茶の水 RC 青木 隆幸 様 

 「いつも牛島さんがお世話になっております」 

・尾崎 由比子 会長 

 「先日の IM では、久保田会員、発表をありがと

うございました」 

・渡邉 寿一 会員 

・古山 真紀子 会員 

 （本日合計 26,000 円 〈累計 1,044,500 円〉） 

 

② 会長報告 尾崎会長 

⑴ 会計報告（野田会計） 

翌期の会費納入の時期がやってまいりました。

追って半年分の年会費、および全員参加が基本と

なっている参加費についての請求書を送らせてい

ただきます（納入期限は 11 月３０日）。 

 

⑵ 武蔵野分区 IM 報告（尾崎会長） 

 11 月 13 日、武蔵野分区 IM にパネラーのひと

りとして参加してまいりました。他には秋川 RC

から招かれ、ほか６クラブの会長さんとディスカ

ッションするという形式でした。私からは拡大に

ついてのお話を、ということでしたので、竹之内

会員に作成して頂いたスライドを使って、丸の内

RC のご紹介を致しました。皆さんが驚かれたポ

イントは、私達が①フェイスブックで出欠や連絡

を取っていること、②出欠を取っていること自

体、③事務局がレンタルオフィスで、基本的には

テレワークであること、などです。秋川 RC から

は、ここ３年以内に１９名増強されたというお話

でした。そもそも年齢の高い方が多かったので、

「若い方を招いて飲み会をしよう」といって人を

集め始めたということです。すると周囲のクラブ

から「合同でやろう」ということになり、現在で

は年齢とは関係なく月１回ペース 50～60 人集ま

ることもあり、それがすべてのクラブの増強につ

ながっている、ということでした。私達も１２月

５日にゲスト・ウエルカムデーを予定しておりま

すが、千代田区の中でとても増強に成功していら

っしゃる、東京紀尾井町ロータリークラブの直前

会長渡邊俊一様からアドバイスを一言お願いいた

します。 

 

⑶ 東京紀尾井町 RC 直前会長 渡邊 俊一様より 

 増強についてですが、私どものクラブも実は５



０名を切って４０名前半になった時期もありまし

た。ただ、ここ４年では、新たに会員になった方が

約半数を占めます（７３名の会員のうち、４年未満

の会員が 34~5 名）。特に秘訣はないですが、やは

り同じ期に入った方は仲良くなられますので、ず

っと続くのではないかと思います。今年度私は研

修委員長ですが、初めてご入会いただく方は、紹介

者と一緒に研修を受けて頂くということにしてい

ます。ロータリーのことを何も知らされず、例会が

毎週あるということも入会してから知ったという

方も過去にはいました。そういう意味で入会した

時の思い、推薦した方の思いも共有して、クラブの

仲間として楽しみましょう、ということです。クラ

ブとしては会員 100 名を目指そうという大スロー

ガンを決めて、今月もお二人入会いたします。クラ

ブの人数が拡大しますと親睦活動が難しくなる面

もあります。そこで、「テーブル会」、これは東京 RC

さんもやっていらっしゃいますが、３か月ごとに

テーブルを変えるということをしています。東京

丸の内 RC さんの新しい取り組みもぜひ参考にさ

せていただきながら、お互いに拡大発展していけ

たらと思います。よろしくお願いします。 

 

 

③ 副会長報告 朴会長エレクト 

第２回心のバリアフリー・チャリティーセミナー 

 今回は健康をテーマにしておりますので、ぜひ

幅広くお誘いくださいますようお願いいたします。 

④ 幹事報告 塩島幹事 

⑴ 中央分区千代田６クラブ IM 報告 

・発表者 久保田会員より 

今年の IM は「親睦」がテーマでした。今井奈美

子会員に「新木」という書を書いていただき、これ

を発表の場で掲げました。会員の皆様に「親睦」に

ついてご意見を伺ったところ、「理解」とか「信頼」、

「知る」という言葉が多かったので、そのような要

素をこの新しい木に栄養として与えて、これから

さらに親睦を深めていきたいというお話を致しま

した。大変良い体験をさせて頂きありがとうござ

いました。 

 

 

⑵ 第 2750 地区山の手西グループ IM 報告 

・岸宏保会員より 

 私の所属している日本青年会議所の前委員長か

ら直接お誘いいただき、行ってまいりました。セル

リアンタワーにて、300 名ほどで、人数的には第

2580 地区と一緒くらいでしたが、大分様子が違い

ました。この地区では、「１００年時代の人生の豊

かさとは」というテーマでパネルディスカッショ



ンが行われていました。代官山の３０代の予防医

療の先生がご登壇されたり、ミス・ユニバースみた

いな方がいらしたり、かなり華やかな印象でした。

懇親会にも 200~300 人参加されていました。名刺

交換で、「丸の内クラブです」というと「ぜひ行っ

てみたい」という方が多く、注目されている事を実

感しました。 

 

⑶ 帯広 RC 例会参加とバナー交換報告 

・臼杵会員より 

 11 月 14 日帯広 RC 例会を訪問させていただき

ました。帯広 RC は例会が 3,585 回目と非常に歴史

があり、大勢の方がいらっしゃいました。大変温か

く歓迎していただきました。会長、副会長、理事の

方々と同席させて頂き、楽しくお話させて頂きま

した。バナー交換も致しましたが、緑豊かな帯広を

デザインした素敵なバナーを頂いてまいりました。 

 

 

⑷ 来年度地区助成金申請について(進捗報告) 

 先日、渡邉会員と私で、ロータリー財団の委員６、

７名との面談に臨んでまいりました。その結果、若

干の修正を加えた上で今週中には正式にガバナー

事務所の方に申請書を提出する予定です。来年の

４月に審査を行い、５月には決定するという流れ

です。 

 

⑸ 12 月５日 ゲスト・ウエルカム・デーについて 

 次回例会はゲスト・ウエルカム・デーです。既に

フェイスブックに何人か上がってきていますが、

引き続きゲストへのお声かけをお願いします。ま

たそのゲストの方には１２月１０日チャリティ

ー・セミナーの方へもぜひいらして頂き、丸の内の

ことを知っていただきたいと思います。なお、第２

５８０地区の公式フェイスブックでも当クラブの

ページをシェアしていただいており、いろいろな

ロータリアンの目に留まるようになっています。

このような形でも集客されるとよいなと思ってい

ます。 

 

⑹ 地区大会（2019 年 2 月 20～21 日）について 

 皆様、どうかスケジューリングをお願いいたし

ます。 

⑤ 出席報告 臼杵会員 

会員数 21 名 ゲスト 1 名 

出席数 15 名 ビジター 4 名 

欠席数 6 名 出席率 76.2％ 

前回修正 出席率 100 ％ 

 

◆ 本日のビジター・ゲスト 

・渡邊 俊一様（東京紀尾井町 RC・直前会長） 

・三村 智恵様（東京紀尾井町 RC・直前幹事） 

・牛島 聡 様（新クラブアドバイザー・ 

         東京お茶の水 RC・直前会長） 

・青木 隆幸様（東京お茶の水 RC・直前幹事） 



・高木 美加様（青木様ご同行者） 

 ⑥ イニシエーションスピーチ 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

弁護士  嘉納 英樹 副会長 

『我々法律家はどういう考え方をするのか』 

 

(A) 驚かれるかもしれない、法律の考え方 

 

 (1) 「満６０歳に達する日の属する月の末日で定

年退職とする」という就業規則の定めのある企業

において、例えば 1958 年 11 月 21 日生の従業員は

いつ定年退職になるか? 

 (答) 2018 年 11 月 30 日 

 

では、1958 年 11 月 1 日生の従業員は？ 

（答）2018 年 10 月 31 日 

 (理由) 日本の法律で X 歳に達する日とは、X 歳

の誕生日の一日前を言う。 

 

(2) 主婦や子どもを後ろに乗せた人が平気で歩

道を自転車で通行しています。どのような場合に

歩道を自転車で通行できるでしょうか。 

(答) 道路交通法 63 条の 4 第 1 項、同施行令 26

条、交通の方法に関する教則などにより、13 歳よ

り下、70 歳以上、一定の障害者で無い限りは通行

できない。 

 

⇒ ⑴、⑵は、「知っているか、知らないか」であ

り、これは調べればよいだけのこと。 

 

(B) 自然科学と異なり、法律の考え方は、所詮は、

価値判断でどちらを選ぶか、です 

 

 

 

 

 (3) 婚姻をした未成年者が直ぐに離婚した場合、

権利能力はどうなるでしょうか。 

⇒ 日本の法律で未成年は、親の同意がないと売

買契約をしてはいけないなど、能力を制限されて

いる（民法 4 条、５条）。ただし、未成年でも結婚

した場合は、成年に達したものとみなす（753 条）。

では、未成年で結婚した二人が離婚した場合どう

なるか、は法律には書かれていない。 

(答) 一旦成年に達したとみなされたら、そのまま

成年が続く。 

 

⇒ この解答を知っているかは法律家にとって大

きな問題ではない。ある未知の問題が与えられた

時に、今までの知識を総動員して、ある程度の道筋

と論拠をつけて判断することが大切。 

 

 民法 753 条の趣旨から考える２通りの答え。 

① 未成年でも夫婦になった以上は、その夫婦共

同体の円満な生活を守るため、親の同意を得ない

で済むようにすべき→ 離婚したら未成年に戻る。 

② 未成年でも婚姻するくらいの人はませている

から成年とみなして大丈夫→ 成年のままでよい。 



 

⇒ 今は②。ただし、法律の考え方は変わる可能性

が常にある。大切なのは、法律の趣旨を頭に入れな

がら、自分の説に立ってその正しいという論拠を

示し、相手方に反駁すること。 

 

(C) 事実認定の難しさ 

 

(4)例えばナイフを使って人を激情的に殺す場合、

被告人の殺意を、どうやって認定するのでしょう

か。 

・殺人（刑法 199 条）と傷害致死（同 205 条） 

～この２つの差は殺意があったかどうか。 

・では、この違いはどうやってわかるのか？ 

 ～もし、自白に頼っていたら、全員殺意がなかっ

たことになってしまう。 

・では、人を殺そうという極限の状態の時でありな

がら、犯人の心の中をどのように認定するの

か？ 

 ～目に見えるもので判断する 

  ① ナイフで刺した部位：手と足を除く部分

を刺していただけで殺意認定にプラス。 

  ② 刺した回数：多いほど殺意強い 

  ③ 刺した深さ：深いほど殺意強い。ただし、

骨に食い込んでいる場合は、その程度。 

 ④ 凶器や方法：ピストルを使ったり、首を絞

めた場合はそれだけで殺意あり。ナイフ

の場合は刃渡りが長いほど殺意が強い。 

 

(D) 自己紹介 

 

アンダーソン・毛利・友常という、日本で二番に

大きい法律事務所の経営者の一人です。1952 年設

立で、かなり伝統のある事務所です。 

千代田区立番町小学校の出身で、暫くの間、芸能

界に居ました。嘗て共演した司葉子さんとも恵比

寿ロータリーでお会いできました。米国留学時代

に LGBT の会で週１にご飯を食べさせてもらって

いましたので、恩を感じています。弁護士になって

知的所有権をやりたかったのですが、夢、破れまし

た。 

今は人事労務、労働法という分野をメインに、社内

の不正調査とか社内不祥事とかを担当しておりま

す。 

 

(E) 出来悪従業員の解雇 

 

日本の法律では解雇する、つまり、首を切るとい

うことが出来なくなっています。これは世界で最

も労働者保護の強い法律と言ってもよいくらいで

す。 

簡単に言うと、一回雇ったら定年まで面倒を見ろ、

ということです。でも「出来が悪い」という人はい

るでしょう？これを法律はどう見ているかという

と、それは「教育の失敗」だと。なので、出来が悪

ければ、教育、訓練、叱咤激励を続け、いつまでも

雇い続けろ、というのが日本の法律の根底にあり

ます。 

これは1947年労働基準法施行以来揺らいだことは

ありません。 

なので、もし皆さんの会社で出来の悪い社員を

解雇すると、裁判で必ず会社が負けます。結局退職

の勧奨をするしかないです。もともと、裁判官の頭

の発想が「そんなに出来の悪い人がいるはずはな

い」というものなのです。皆さんの会社の中の「出

来の悪い社員」は、皆さんの目の前にいるから出来

が悪いとわかるのです。これを、霞が関にいる裁判

官の前で、この従業員の「出来の悪さ」を立証しな

ければならないとなると、これは絶対に出来ない

と言っても過言ではありません。なぜなら、立証す

る責任は会社側にあり、労働者側はその会社の主

張が「おかしい」とだけ言えばいいからです。 

 では、どういうところに注意をして退職勧奨を

するのか、ですが、今日は時間がないので、ここま

でにいたします。 



⑦ 今後の予定 田路会員 

1 月９日第２０回例会までは予定が決定していま

す。それ以降は、イニシエーションスピーチを５０

音順で１日２組行っていきます。 

 

⑧ 牛島新クラブアドバイザーより 

先日の IM はお疲れ様でした。「IM は全員登録」。

この意味は、主催をするクラブのお金の事情があ

ります。会場を押さえるなどしなくてはならない

ので、全員登録によって、その経費を確立するとい

う意味があります。皆さんには無理を言って全員

登録にしていただいたと思いますが、これは必ず

皆さんに還ってくる話です。IM のホストクラブは

必ず順番で回ってきます。また、IM や地区大会に

ぜひ参加して欲しい、ということもあります。そこ

に出席して経験を積むことは非常に大切です。他

地区の IM でもそうですし、いろいろなところに参

加して頂きたいです。次は地区大会ですね。できる

だけ皆さん参加をお願いします。 

⑨ 年次総会について 尾崎会長 

１２月２６日１７時から年次総会を行います。 

場所はアンダーソン・毛利・友常法律事務所の会議

室（仮）です。全員出席できるように調整をお願い

します。その後、忘年会を予定しております。 

 

◆ 閉会点鐘  尾崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 議事録作成：事務局 桑原 ) 


