
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （2月 23日）  

次週の予定  （3月 1日） 

ロータリーソング 

「我等の生業」「四つのテスト体操」 

 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 小川 芳男 
■幹 事 大矢 克巳 
■会報委員長 中  恒夫 
 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
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？ 
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平成 28 年 2 月 23 日 No.2325  H28.2. 16 (No.2324 の例会記録) 
 
 

先週の例会報告 
 

 
世界へのプレゼントになろう 

国際ロータリー会長 

K.R.ラビンドラン 

 

 

２０１５年～２０１６年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」 

◆ 出席報告（2月 16日分） 

会員数 39名 出席数 30名 欠席者 4名 

特定免除 4名 その他免除 1名 

出席率 88.24％ 

 

前々回 2月 2日分 

ホームクラブの出席者 32名  91.43％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 3名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

 

後面に記載 

「 快適な睡眠のために 」 

福富 經昌 会員 
  

  
  「 今年の阪神タイガースについて 」 

ゲストスピーカー  
元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 

担当 西條 義昭 会員 
  

  
  



 

 

 

 

こんにちは、私が、薬物乱用防止運動に関わ

って早十数年が経ちます。府から教育講師の委

嘱を受けるまで勉強もしました。行政も委嘱を

受けた指導員も私を含めそれなりに頑張って

いると思うのですが、状況は、頑張った結果に

反比例するかのように見える時があります。 

マスコミ等の報道を見ていると、一昨年の歌手のアスカに続き、今年は、野球選

手の清原が逮捕されました。この二人は、以前から疑惑の報道を週刊誌等でされテ

レビ等からも姿を消していたのですが、逮捕されました。元来表舞台で活躍してい

た人が、週刊誌やテレビのワイドショウで疑惑の報道をされ、ややこしい動きなど

できないと思われる状況の中、やめずに続けていた事を、止められずに続けてしま

っていた事を驚くというより、覚せい剤の怖さを、恐ろしく思い、続けさせた周り

の人間に怒りを覚えます。もちろん本人が一番いけないのですが。 

お金を持っている有名人は、秘密を守ってくれて、大金を払ってくれる最高の客

だったのでしょう。儲け話や、女性、友人、連れ合い、家族等、ありとあらゆる所

から落とし込もうとするらしいです。ちゃんとした教育を受ける事がもっとも大事

な事で大きくは、国の教育が、最も大きな抑止力をもち、科学的な教育を繰り返し

実施することが、遠い道ではありますが、結果的には近道になると思っています。 

小さくは、この町で、薬物でのややこしい動きは許さないという町の空気を作ら

なければなりません。また間違ってそういう動きが生まれてしまった時、正しく排

除できる、または救出できる体制を持つ町。知識を持つ人が随所にいる町。ここに

も大人に対しての教育が大事になります。 

やらなければならない事がまだまだあります。頑張らなければなりません。 

小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    中野 隆二 委員長 

・入会記念日 自祝        柿木  篤 君 

・入会記念日 自祝      西山 潤一 君 

・臨時理事会 出席ありがとうございました        小川 芳男 君 

・感謝           大東  弘 君 

・楽しい例会に感謝      田川 和見 君 

・パナマ運河視察 無事帰国しました    藤本 和俊 君 

・嫁とウダヤ氏の結婚式に行って来ました 感謝   木村 克己 君 

・国際奉仕よろしくお願いします     中野 秀一 君 

・２週連続ご迷惑をお掛けしました   

親睦の皆様ありがとうございました    間  紀夫 君 

・理事会遅くなりすみません     東野 喜次 君 

・本日もニコニコへの御協力ありがとうございます   中野 隆二 君 

・早退 お詫び       谷中 宗貴 君 

 

委員会報告 

① 北条神社  祭神は八幡大神と菅原道真。

伝承によると、平安時代に京都北野天満宮から

多数の天神さんの木像を流した。そのうちの一

体が深野池の津之辺の岸に着いたので、村人が

清浄な飯盛山中腹に 

祀り産土（うぶすな） 

神としたのが当社の 

始まりという。 

 

 

 

② 山神石  人々が自然を糧（かて）に生活

していた当時の名残り。山を支配する神として

あがめ、山路の行き帰りに必ず礼拝した。 

大東歴史散歩コース      
東高野街道(山の根の道)に沿って・・・・・・・・   パート 10 

＜北条地区＞ 



 

 

大東ロータリークラブ会員各位 

平成 28 年 2 月 16 日 

 

大東ロータリークラブ 

会 長         小川 芳男 

国際奉仕委員会委員長 中野 秀一 

 

台湾地震義捐金募集のお願い 

 

2016（平成 28 年）2 月 6 日午前 3 時 57 分頃（日本時間 6 日午前 4 時 57 分頃）、

台湾南部で発生したマグニチュード 6.4 の地震により、台南市のビルが倒壊・損傷

し死者 116 人、負傷者約 550 人という大きな被害が発生しました。大東ロータリー

クラブは、姉妹クラブでもあります台北市雙渓ロータリークラブによる台湾地震復

興支援事業を支援する為、下記の通り義捐金を受付いたします。会員の皆様には暖

かいご理解とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

義捐金名：2016 年台湾地震義捐金 

受付期間：2016 年（平成 28 年）2 月 16 日（火）から 3 月 10 日（木）まで 

 

当クラブ口座へ振込の方法によりご協力ください 

 

※受領証の発行は致しかねますのでご了承ください。 

※振込手数料は各自ご負担下さいますようお願い申し上げます。 

 

以上 

 



 

 

 

       

「 裁判・法律の雑学 」 

 

 

 

 

 

 

間  紀夫 会員 

刑事裁判の話 

薬物事犯検挙人員割合 

Ｈ２６ 覚せい剤 ８３．５％ 

     大麻事件 １３．４％ 

     その他   ３．１％（ＭＤＭＡ・コカイン・ヘロイン・あへん） 

覚せい剤の検挙人員 

 Ｈ２６ 検挙人員 １０，９５８人（１９，７２２人） 

     うち暴力団構成員等 ６，０２４人 ５５％ 

年齢別の検挙状況 

 ５０歳以上   ２，４８６人 ２２．７％（８．１％） 

 ４０～４９歳  ３，６９７人 ３３．７％（１４．４％） 

 ３０～３９歳  ３，３０１人 ３０．１％（２７．２％） 

 ２０～２９歳  １，３８２人 １２．６％（４２．３％） 

 ２０歳未満      ９２人  １．３％（８．１％） 

（中学生２ 高校生１１） 

覚せい剤使用・所持 

営利目的あり ⇒ １年～２０年以下の有期懲役  

営利目的なし ⇒ １０年以下の懲役 

量刑 

初犯  懲役１年６ヶ月 執行猶予３年 

再犯  懲役１年６ヶ月～２年の実刑 

再犯率 

 １０，９５８人のうち７，０６７人 →６４．５％ 

  ５０歳以上   ８０．２％  ４０～４９歳  ７１．２％ 

  ３０～３９歳  ５７．３％  ２０～２９歳  ３９．２％ 

  ２０歳未満    ５．４％ 

 

刑法犯の認知件数 

窃盗 ５０．９％ 自動車運転過失致死傷 ３１．２％ 器物損壊 ７．２％ 

 

先週の卓話 



 

 

Ｈ２６ 一般刑法犯（刑法犯全体から自動車運転過失致死傷を除いたもの） 

検挙人員の年齢層別構成比 

６５歳以上  １８．８％  ５０～６４歳 １６．７％ 

 ４０～４９歳 １４．６％  ３０～３９歳 １４．２％ 

 ２０～２９歳 １６．４％  ２０歳未満  １９．４％ 

検察 終局処理        １２４万３０１９人 

    起訴   公判請求     ９万０８４０人（７．３％） 

         略式請求    ２８万６６９９人（２３％） 

         不起訴     ７７万２２２１人（６２．１％） 

         家裁送致     ９万３２５９人（７．５％） 

 

裁判 裁判確定         ３３万７７９４人 

    死刑                 ７人（ ０．００２％） 

    無期懲役              ２８人（ ０．００８％） 

    実刑判決          ２万２４７５人（ ６．６５３％） 

    執行猶予          ３万３２０６人（ ９．８３０％） 

    拘留                 ４人（ ０．００１％） 

    罰金           ２７万９２２１人（８２．６６０％） 

    科料              ２４１７人（ ０．７１５％） 

    無罪               １１６人（ ０．０３４％） 

    その他              ３２０人（ ０．０９４％） 

 

刑事裁判の流れ 

 冒頭手続 

①人定質問（本人確認） 

  ②起訴状朗読 

  ③黙秘権告知 

  ④罪状認否（罪を認める、認めない等） 

   （９０％以上の事件は自白事件 否認事件は７～８％） 

 証拠調手続 

  ①証拠調べ請求 

  ②被告人・弁護人の意見（同意・不同意） 

③証拠決定 

④証拠調べ 

書証・物証 

証人尋問 

    被告人質問   

 弁論手続  

①論告・求刑（検察官）     

  ②弁論（弁護人） 

  ③被告人の最終陳述   ⇒  判決宣告             


