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会長挨拶         荒川洋一 会長 

本日は、水戸地方裁判所長 判事 加藤新太郎様におか

れましては、大変お忙しいところお出かけ頂きまして有

難うございました。本日は来年の５月から始まる裁判員

制度についてお話を頂くことになりました。私達国民に

とって、とても関心を持っている件でございますので宜

しくお願い致します。 

今年に入りまして忙しく行事が続いております。７日

には下館ゴルフ倶楽部で行われた第８１回７RC 親善ゴ

ルフ大会、８日は大田小学校で行われたハローワールド、

１２日は帝国劇場でミュージカル「エリザベート」を鑑

賞した家族観劇会と会員の皆様には大変お忙しいところ

ご参加頂き御礼申し上げます。 

そして、これらの行事の為にご準備頂きました関係委

員会の皆様に心から感謝申し上げます。なお、元会員 故

根岸六郎氏のご遺志によりクラブに多大のご芳志を頂き

ましたのでご報告致します。故根岸六郎氏のご冥福をお

祈り致します。 

幹事報告        中西悦夫 副幹事 

1. １１月１６日真岡RC５０周年記念式典が開催され３

名で出席して参りました。 

1. 岩瀬・水戸・水戸西 RC より会報受理。 

1. 真壁 RC より 現況報告書受理。 

1. 内閣府より 市民活動団体アンケート調査票がきて

おります。 

1. 東日観光より バーミンガム大会の案内がきており

ます。国際奉仕委員会へ渡しておきます。 

1. 次週例会は変更になっておりますのでお間違えのな

いようにお願いします。11 月 26 日（水）午後 6 時

30 分より 場所は平成ホテルです。 

1. 11 月 15 日 ３RC 合同新年会の打合せ会が開催され

ました。 

平成 21 年 1 月 13 日（火）１８：３０~２０：３０ 

場所 ホテルニューつたやで決定。 

12 月に SAA から出欠の確認がありますので、宜しく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

1. 11 月 15 日 第 2 回会長幹事会が開催されました。 

○米山・財団・ポリオ 12 月中に送金してほしい 

○11月 20日 筑西きぬ RCよりハローワールドを関

城東小学校にて開催 

○11 月 23日 結城 RC 第 5回健康の森フェスティバ

ルを開催１０：００~１４：００（雨天延期 24 日） 

○2 月 22 日 しもだて紫水 RC サケ稚魚放流を中館

観音寺にて開催 

○2 月 15 日第 5 分区 IM を開催 

 ９：３０~１４：３０桜川市真壁福祉センターにて 

1. 根岸隆男会員より ご芳志を頂きました。故根岸六郎

氏のご冥福をお祈り致します。 

 

卓話         加藤新太郎 様 

          

①経歴 

加藤新太郎氏(1950年 5月 28日生）

は、日本の裁判官。愛知県出身。岡崎

高校、名古屋大学卒業。司法研修所教

官、新潟地方裁判所所長などを経て水

戸地方裁判所所長。 

②茨城県内の裁判所 

水戸地方裁判所管内には、本庁（水戸）のほか 5 つの支

部（土浦、下妻、日立、龍ヶ崎及び麻生）、12 の簡易裁判

所（水戸、笠間、常陸太田、日立、土浦、石岡、龍ヶ崎、

取手、麻生、下妻、下館及び古河）及び国民の中から選ば

れた 11 人の検察審査員が、検察官の不起訴処分の当否を

審査する検察審査会が、水戸、土浦及び下妻に設置されて

いる。 

③主な事件の数から見た水戸地裁の順位（平成 19年度） 

地方裁判所においては、民事通常訴訟事件及び行政訴訟

事件 18 位、不動産執行事件 8 位、債権執行事件 11 位、

破産事件 19 件、再生事件 21 件、労働審判事件 30 位、刑

事公判請求事件 12 位である。簡易裁判所においては、民

事通常訴訟事件 21 位、少額訴訟事件 11 位、民事調停事

件 15 位、刑事公判請求事件 32 位、略式事件 14 位である。 

 

本日のプログラム 

●外  部  卓  話    ※ネパールについて    

（湊 ジャヤンティ氏） 

 

次週のプログラム 

● 

事務所・例会場／ダイヤモンドホール 筑西市玉戸 1053-4 TEL 0296-28-8511 FAX 0296-28-8533 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

次週のプログラム 

●１２月３日 外部卓話  ※ 茨 城 の 底 力 

（元国土交通省事務次官  小幡 政人氏） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80


④裁判員制度 

(1) 裁判員制度がもうすぐ始まる。 

(2) 国民が裁判官と一緒に有罪・無罪等の判断を行う。 

(3) 有権者は原則として誰でも選ばれる可能性がある。 

(4) 裁判員としての職務に法律の知識は不要である。 

(5) 70以上・重要な仕事介護保育等を理由に辞退可能。 

(6) 裁判員選任手続期日の６週間前までに通知が届く。 

(7) 約７割の事件は３日以内に終了する見込みである 

(8) 何人も裁判員の名前・住所等は公にしてはならない。 

(9) 裁判員は守秘義務を負うが法廷でのことは話して 

よい。 

(10)裁判員・同候補者には旅費・日当が支給される。 

⑤裁判員制度の概要 

(1) 裁判員制度は、国民から選ばれる裁判員が、刑事裁

判に参加する制度です。６人の裁判員と３人の裁判

官が、ともに刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か

無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断し

ます。 

(2) 裁判員裁判の対象事件数 ２，６４３件。 

(3) 裁判員制度は、平成２１年５月２１日に、全国６０

か所で始まります。 

(4) 裁判員裁判の日数３日以内が約７割。 

(5) 国民みなさんが参加することによって、ひとりひと

りの感覚や経験に根ざした、新鮮で多様な視点が裁

判にもたらされます。 

 

移動例会（観劇） 11月 12日（水）          

帝国ホテルのロビーに集合後、地下 1 階の「なだ万」で

秋の味覚たっぷりの懐石料理を味わいました。その後、帝

国劇場でミュージカル「エリザベート」を観賞しました。

おいしいお料理、すばらしい演技と生のオーケストラ、心

休まる時間を過ごしました。 

 

 

ＳＭＩＬＥ ＢＯＸ   細谷 貢 委員長 

荒川 洋一  水戸地方裁判所長 加藤新太郎様、本日の

卓話宜しくお願い致します。又、７RC ゴ

ルフ、観劇、ハローワールドご参加ありが

とうございました。関係委員会の皆様ご苦

労様でした。社会奉仕委員会の皆様除草ご

苦労様でした。 

日向野 陽  加藤新太郎先生の卓話を記念に。 

永盛  武  加藤新太郎先生の卓話を記念に。 

 

白井 信行  加藤新太郎先生の卓話を記念に。 

羽田 節子  娘の講演会には多くの皆様に参加して頂

き有難うございました。 

親睦活動委員会一同 ７RCゴルフコンペ及び観劇会が滞

りなく行うことができました。ご協力有難

うございました。 

 

本日の合計 ￥12,000 円   累計 ￥694,000 円 

 

 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

11/19 58 46 12 0 7 

 

メークアップ 

・11/7 ７RC ゴルフ 

新井利平・新井雅勝・荒川洋一・新井和雄・日向野

陽・細谷貢・井狩浩一・石島仁司・小林一彦・菊地

祥明・加藤昌美・永盛武・中丸健・中里泰久・永盛

友治・根岸隆男・大林稔・大関幸政・小嶋勝五郎・

関谷徹・鈴木光則・白井信行・百目鬼博行 

・11/8 ハローワールド  

   大林稔・新井雅勝・百目鬼博行・鈴木光則・新井利

平・司代隆行・小林一彦・早瀬浩一・諏訪哲也・中

丸健 

・11/9 地区 RAC 第 2 回会長幹事会 

   鈴木光則 

・11/9 環境保全委員会 

   小薬拓巳・浜野紘嗣・飯島康夫・永盛友治 

・11/12 筑西きぬ RC 

   鈴木光則・関谷徹・新井和雄 

・10/30 筑西きぬ RC 

   諏訪哲也 

 

アクトコーナー 

11 月第 2 例会のご案内 

・11 月 27 日（木） 19：30～ アルテリオ 

  内容 「下館 RC 諏訪哲也会員卓話」 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10時迄に必ず電話下さい。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


