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つながりは出会いから 出会いに感謝 

会長挨拶 

2019-2020 年度 

大宮ロータリークラブ会長 

櫻井義久 

お客様ご挨拶・委員会報告・各種報告 

本日 11 月 27 日は、61 年前、平成を支えた上皇后陛下美智子様が皇室会議で皇太子妃に
内定した日です。美智子様は､日清製粉グループ会長の正田英三郎氏の長女としてご誕生さ
れました。生家は立派な洋館でしたが、内装は質素で、古い家具には毛布を掛けて、大切
に使うようなご家庭で、美智子様も腕時計を修理して大切にお使いになる方だったそうで
す。そのようにお育ちになられた美智子様は、昭和 32 年に、聖心女子大学文学部外国語外
国文学科を首席で卒業されました。そのご卒業された聖心女子大学には､「恵まれた教育を
受けたものは、それ以上のものを社会に返さなくてはならない」という教えがあります。
この考え方は、フランス語のノブレス・オブリージュという考え方からきているのだそう
です。特権は、それを持たない人々への義務によって釣り合いが保たれるべきだ、という
ような考え方です。ロータリーは、特権があるから国家や国民に奉仕するというのではな
く、アメリカ的な万民平等の思想のもとに、人のために奉仕しようとするものですが、そ
の精神､考え方は、ロータリーにおいても、通じるものがあるのではないでしょうか。今月
はロータリー財団月間です。恵まれた環境にある私たちは、それを社会に還元する義務が
ある､という考え方のもとに、金額の多寡にかかわらず、心のこもった寄付を是非ともお願
い申し上げます。 
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「ニッポンの裁判官」 
司法試験に合格すると、司法修習を受けて弁

護士になる人（約 9 割）と裁判官に採用される

人(約 1 割のキャリアルート)がいます。私は弁

護士になったのですが、その 7 年後に裏ルート

（弁護士任官）で裁判官になりました。裁判官

の採用人数は年間 100 人ほど（今年は 82 人）

ですが、2～3 人が弁護士任官で採用されます。 
地方裁判所は、裁判長・右陪席・左陪席から

なる合議体です。ただしその多くが一人の判事

が扱う単独事件です。私は年間 250 件の単独事

件と 50 件の合議事件（右陪席として担当）を

扱っていました。毎月 20 件のペースで終了さ

せていかなくてはならず、激務でした。被告が

出廷しない欠席判決だと楽なのですが、和解や

取り下げにならず、判決を言い渡すだけでな

く、最終的に判決を書く段階まで進む事件が多

いと大変でした。 
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私の弟はシンガーソングライタ

ーの尾崎豊です。普段は弟に関す

る講演等は一切受けていないので

すが、本日は特別に少しだけお話

します。 
写真は私の結婚式の時のもので

す。当時私が 25 歳、豊が 20 歳。

豊は 17 歳でデビューしていました

から、既にメジャーになっていた

ころで、会場でも注目を浴びてい

ました。豊の音楽は全て独学で

す。心の葛藤を描き出し、若者た

ちの教祖的存在になっていまし

た。作品は「北の国から」等にも

使われ 馴染み 方も多

 

青山学院高等部で 3 度目の停学（このときは無期停学）のと

きにデビューしました。26 歳で亡くなった(1992 年)のです

が、今年で 27 年目となり、生きていれば 53 歳です。 
ちょうど明後日の 11 月 29 日が豊の誕生日です。 
 

キャリア裁判官はどんな人か？（特徴は？） 
・受験秀才：驚異の事務処理能力！ 
・その他 ：特になし 
裁判官に求められる能力 
・早く読んで、早く分析して、早く書ける！ 
・短期記憶力、100 点でなく合格点 
ニッポンの裁判はかなり官僚的。その打開には？ 
・法曹一元制度：経験ある弁護士から裁判官を選ぶ 
・陪審制：一般市民による事実認定 

右陪席・裁判長・左陪席 
 

裁判はいつでも傍聴可！ 
開廷している法廷に勝手に

入って見ることができる。 
（有名事件は抽選） 

 

ニッポンの裁判官 
は、木槌をもって 
いない。 

 

浦和中ロータリークラブから総勢８名のお客様 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

当日 例会 会員数 出席者数 出席率 
11 月 27 日 第 3154 例会 75（69 名） 38 名 55.07% 

・大宮ロータリークラブの会員の皆さんこんにちは。歴史と伝統ある御クラブにメイクアップとても楽しみにして来ました。尾崎
康会員は浦和中クラブのエースです。お声をかけて下さり感謝いたします。いつかは皆さん中クラブにも遊びに来て下さい。夜間
例会ですので、夜の浦和も少しよいですよ！ 浦和中ロータリークラブ第 7 代会長 柴田 忠様 

・当クラブ尾崎会員の応援団として伺いました。よろしくお願いします。 浦和中ロータリークラブ 幹事   相原 章様 
・本日はよろしくお願いします。 浦和中ロータリークラブ      尾崎 康様 
・本日はよろしくお願い致します。尾崎先生の応援にまいりました。 浦和中ロータリークラブ      下重喜平様 
・私がロータリーに入ったきっかけは二十数年前の大宮クラブの例会でした。本日は皆様にお会い出来て大変嬉しく思っています。 

ポリオデーではお世話になりました。アルディージャイベント残念でしたね。今日は尾崎さんの応援に来ました。 
 浦和中ロータリークラブ 公共イメージ部門委員長 梶間順子様 
・本日は尾崎会員がお世話になります。 浦和中ロータリークラブ  横田松博様、井上彰様、福田直彦様 
・相原幹事、梶間順子地区公共イメージ部門委員長をはじめとして、浦和中ロータリークラブより大勢のお客様、ようこそ。 

櫻井義久 
・浦和中ロータリークラブの皆様ようこそ。         小坂良二 
・浦和中 RCの皆様、大勢着て頂いてありがとうございます！        花俣秀幸 
・浦和中ロータリークラブの皆様ようこそ。相原さんのご挨拶の通り、尾崎さん、歌って下さい！！    平田 繁 
・浦和中 RCの皆様ようこそ。横田さん、吉敷町の町内会活動もまた一緒に楽しくやりましょう。    福島謙二 
・梶間部門委員長ようこそ！いつもお世話になっております。       内藤考三 
・お客様ようこそ。     岩田尚明、齋藤守毅、進藤博司、関口茂、遠藤省吾、川島利雄、大瀧榮壽 
・尾崎様、本日の卓話よろしくお願いいたします。 矢崎直良、小坂良二 
・尾崎康様、卓話ありがとうございます！ 
 竹内裕司、小林康一、小林治夫、山本和保、出居貞義、岩瀬雄一、進藤博司、鈴木俊一、岩﨑彰、櫻井義久 
・尾崎先生、念願の卓話に来て頂けて感激です！         花俣秀幸 
・今年もあと 1ヶ月でクリスマス。誰とどこで過ごすかがテーマです。       橋本和久 
・父 涼二の 3回忌を 12 月 1日に行って参ります。皆様にお世話になっていることを伝えて参ります。    兼杉文子 
・寒くなりましたネ。           関口 茂 
・大竹先輩、春高祭のお土産ありがとうございました。        江本尚浩 
・初冬ですね。家の周りの木々もすっかり紅葉しています。        渋木理俊 
・12月 14日のクリスマス家族例会多くの会員の皆様のご出席をよろしくお願い致します。     櫻井義久 
・在会 55年賞を頂いて。 岩井良彦 
・岩井さん、在会 55年おめでとうございます！ 田中康之 
・在会記念御祝ありがとうございます！ 竹内裕司 
・竹内会員、在会 5年おめでとうございます。 櫻井義久 
・竹内さん在会 5年おめでとうございます。来年度幹事よろしくお願いします。 田村 眞 
・竹内会員在会 5年おめでとうございます。 進藤博司 
・初めて司会を務めさせていただきます。よろしくお願い致します。 粟井邦彦 
・粟井会員、本日司会ありがとうございます。 北村匡央、櫻井義久 
・粟井さんご苦労様です。 関口 茂 
・粟井支店長、司会お疲れ様です。 江本尚浩 
・粟井会員、本日の司会お疲れ様でした。 戸井田修 
・粟井さん MC よろしくお願いします。 三浦 守 

司会 
粟井邦彦会員 

スマイル報告 

11 月 27 日の合計金額 66,000 円 

累計金額 1,011,000 円 

ご協力ありがとうございました！ 

例会案内 
2019 年 12 月 14 日（土）クリスマス家族同伴夜間例会（パレスホテル大宮） 
2019 年 12 月 18 日（水）総会、クラブ協議会③   （パレスホテル大宮） 
 

再会に感謝！ 

ニコニコ報告 
 橋本和久会員 

出席率報告 
木村聡会員 


