クラブの歴史と伝統を継承しつつ 新しい風を吹かせよう
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●会 長 坂元 直人 ●副会長 加島 繁 ●幹 事 川路 理幸 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

会員卓話＝「次年度委員会別打ち合わせ」
坂元

直人

みなさん，こんにちは。２週連続で新型コ
ロナウイルスの話をしましたので，本日は刑
事事件についての話をさせて頂きます。刑事
事件というのは弁護士の側から見ると，事件
を起こした又は起こしたと疑われている方の
弁護をする仕事になります。私は最近は刑事
事件はしておりません。していない理由は事
務所の他の所属弁護士が刑事事件を担当して
いることと，刑事事件の依頼自体が私の事務所は少ないことが
その理由になります。そうは言いましても，今までの累計で担
当した刑事事件はかなりの数になりますので，経験値自体はそ
れなりにあります。
刑事事件には大きく分けると起訴前の弁護と起訴後の弁護が
あります。起訴というのは正式に裁判にかけられるという意味
になります。刑事事件は，私の経験上，起訴前弁護がとても大
切になります。起訴される前に被害者と示談をし，起訴猶予に
持ち込んだり，起訴される前に検察と交渉し，嫌疑不十分で不
起訴に持ち込んだりすることが大切になってきます。現代の情
報化社会では，逮捕されてしまうと情報が世間に拡散してしま
い，その方の社会的な地位は抹殺されてしまいますので，事件
の初期の段階で如何に逮捕されないように弁護するかというの
が大切になってきます。
よく，飲み会の席等で自分が痴漢の冤罪事件に巻き込まれた
ら，逮捕される前に示談金を女性に払って示談に持ち込むと言
われる方もおられますが，ある意味，賢明な対処法なのかもし
れません。
もう一つ，大きな括りとしては自白事件と否認事件というも
のがあります。自白事件というのは事件を起こしたことを認め
ている事件で，否認事件というのは自分はやっていないと主張
して検察と争う事件になります。
本格的な否認事件は過去に 1 件やったことがありますが，国
家権力である検察を相手に何の権力も持たない弁護士が否認事
件を担当するのは想像を絶するような作業になります。
検察も警察もマンパワーにかけては法律事務所と比較になら
ないところがあり，強制捜査権を持っている国家権力を相手に
無罪を勝ち取るのは至難の業になってきます。
事件を否認していると，裁判所が有罪認定した場合，「否認

会 員 卓 話＝「民法改正について」
■ 中間 貴志
民法は，今年の４月１日に債権法分野の改
正が施行されました。
民法は，明治２９年に制定され，戦後，家
族法部分は大きな改正を経ていますが，それ
以外の部分は約１２０年にわたり実質的にそ
のまま使われてきました。古いからいけない
ということはないのですが，やはり，社会経
済の変化に追いついていない部分や，規定されていない部分を
判例で埋めているところなど，一般の方々に分かりにくい部分
が出ていることもあり，改正されました。アップデートのため
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

６月 ロータリー親睦活動月間

前回例会出席率

64.81%

している＝反省していない」と裁判所から判断され，刑務所
に収監される可能性をかなり高めてしまうことにもなり，否認
事件というのは弁護士にとっては非常に悩ましい事件になりま
す。
私が過去に担当した事件は，事件としては判断をかなり迷う
ケースでしたが，本人は最後まで否認を貫き，最高裁まで争っ
た末に懲役４年の有罪判決を受け，収監されました。膨大な時
間と労力をつぎ込んだ結果がこのような形で終わると，弁護士
としては非常に大きな徒労感を味わうことになります。
この方は，刑務所から出所後，私の事務所に挨拶に来られま
したが，無罪を勝ち取れなかったものの，依頼者に感謝をして
頂いているというのが唯一の救いだった事件のように思いま
す。
数年前に相談を受けたケースを少しご紹介させて頂きたいと
思います。ある男性の方は密室で女性と二人きりで一緒にいま
したが，この女性の方は後日，弁護士を立てて損害賠償をする
と通知をしてきました。
この女性の方が言うには，密室で男性から猥褻被害を受けた
と主張しており，男性の方は全く身に覚えがないと主張をして
いました。
当初，私はこの男性の言い分に沿って事件の対応をしようと
思っていましたが，相手に就いた弁護士と話をしたところ，当
時の会話を女性が録音しているという話を聞き，この録音を確
認しないと正しい事件処理など到底できないという結論に到り
ました。
録音を確認したところ，身体的な接触を裏付けるような会話
は録音されていませんでしたが，男性が女性に対して性的な内
容の質問をしたり，性的な冗談を言ったりしている等の会話が
録音されていることが確認できました。
相手の弁護士がこの録音を証拠に刑事告訴した場合，警察が男
性の身柄を取る可能性もかなりあると私は判断し，急遽方針転
換をし，幾らか示談金を払って事件を内々で済ませました。
示談金の額はそれなりに高額な部類に入り，男性には不満も
少々ありましたが，事件処理としてはやむを得なかったと判断
をしております。
現代はスマホ等で簡単に録音ができる時代であり，皆さんも
交渉相手と相対する時は常に録音をされている可能性があると
いうことを前提に会話をされることをお勧めさせて頂きます。
以上で会長の時間を終わります。

のマイナーチェンジというところでしょうか。
主な改正として①消滅時効，②法定利率，③保証，④債権譲渡，
⑤約款（定型約款）に関する規定の新設，の５点があげられます。
消滅時効は，履行期から一定時期が経過すると，権利が消滅
してしまうという制度です。新法では基本的に時効期間は５年
に統一されました。
ただ，改正後も，改正以前に発生した債権については，旧法
が適用されますので，注意が必要です。
また，時効は，ただ「請求書を出しただけ」では中断しませ
ん。訴訟を起こすなど，所定の手続を取らないと時効が完成し
てしまい，回収が出来ないことになってしまうので注意が必要
です。早めに専門家に相談することが大切です。
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定例理事会議事録

会議名 新旧合同理事会
場 所 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｾﾚｯｿ鹿児島
きずな
日 時 令和 2 年 6 月 8 日（月）
18：30 ～
出席者 坂元直人・川路理幸
加島 繁・高岡和也
橋元 隆・田中和俊
宮脇謙舟・吉田健朗
岡部龍一郎・志賀啓一
丸山健太郎・竹添 寛
池畠泰光・中間貴志
栫浩多郎
欠席者 下村哲也・下 隆治

議
題
１）6・7 月例会プログラム及び行
事予定（添付資料）………… 承認
２）会計報告（別紙明細）
⑴ ５月度試算表について
→特別会計収支再確認
⑵ 年度末残金処理について（5
月末残金）
・運営特別会計 827,248 円
→ 次年度へ繰越
３）稲 留 宏会員・青崎 彰会員
の退会について（添付資料）……………………………… 承認
４）次年度について（添付資料）
⑴ 次年度クラブテーマについて
→加島会長エレクトに一任
⑵ 予算について…………………………………………… 承認
⑶ 行事予定について……………………………………… 承認
・全般事項（夜間例会含む）
・学習会：3 回予定
・ラウンドテーブル：毎月 1 回（計 12 回）予定
・レディースデー例会：上期下期で 1 回ずつ計 2 回予定
・ＲＣＣ例会指名出席者
⑷ 会費について
・次年度限定で減額する予定…………………………… 承認

→上期 会費 83000 円特別徴収金 10000 円 93000 円
下期 会費 83000 円特別徴収金 10000 円 93000 円
合計 186000 円
⑸ 年輪会の役付きについて
→名誉会長 海江田順三郎
会長 丸元貞夫
顧問 林良昭、椨茂吉
世話役（1 年） 坂元直人、 世話役（2 年）池畠泰光、
世話役（3 年）宇都和治
５）
「鹿児島大学アカデミーロータリークラブ」チャーターナイ
ト登録料について
→ 7/6 チャーターナイト登録料：10,000 円 / 人
個人負担の登録料 + クラブより目録 20 万円（特別会計）
６）ロータリー財団寄付順番について
・ポールハリスフェロー（1000 ドル）
・マルチプルポールハリスフェロー（1000 ドル）
・恒久基金べネファクター（1000 ドル）
→ポ ールハリスフェローとマルチプルは入会が早い順に、
未寄付の方から選出。べネファクターは会長にお願いす
る。
７）その他
⑴ 次回定例理事会について 2020 年７月６日（月） 13：30
～開聞………………………………………………………… 承認
⑵ 次年度お誕生日・結婚御祝品について………………… 承認
結婚記念日
： 瀬戸口精肉店引換券
誕生日
： 瀬戸口精肉店引換券

せん。ですが一方通行の愛かもしれないので、見捨てられぬよ
う頑張ります。
６月８日のスマイル 小計 17,000円 2019〜2020年度 累計 718,223円

●前迫 実君／本日の夜の会合を欠席いたします。の、スマイ
ルです。申し訳ありません。
●川畑 英樹君／６月８日本日が 40 回目の結婚記念日です。
昨日、東京の次女が孫をつれて里帰り出産で帰って来ました。
と言うことで自宅待機の為本日は欠席です。お祝い有難うござ
いました。
●平山 勢津子君／お誕生日祝いありがとうございました。去
年は骨折、今年はパンデミック、これから先は健康に気をつけ
て心おだやかに、皆様に迷惑かけず頑張っていきたいです。皆
様、仲よくして下さいね。
●中間 貴志君／結婚祝いをいただきありがとうございます。
６月３日で 13 年たちました。籍を入れた時まだ司法試験に合
格しておらず、妻に早く恩返しをしたい今日このごろです。
●志賀 啓一君／結婚記念祝いありがとうございます。継続は
力といいますので、例年と同じことを述べます。結婚して 10
年を迎えましたが、未だに倦怠期という言葉の意味がわかりま

第１９７４回例会記録
６ 月 ８ 日（ 月 ）

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
ゲスト紹介：米山記念奨学生 陳 珂雨（チン カウ）様
ビジター紹介：有村 茂樹様（鹿児島東ＲＣ）
食事：「米山ランチ」 ・「本日の演奏」
会長の時間：会長 坂元 直人君
奨学金支給： 陳 珂雨（チン カウ）様
結婚記念日お祝い：一番ヶ瀬達吉君（２日）、中間 貴志君（３日）
川畑 英樹君（８日）、栫 浩多郎君（２０日）
志賀 啓一君（２７日）
会務報告：幹事 川路 理幸君
１）本日の配布
①週報 ②ロータリーの友 5・6 月号
２）本日新旧合同理事会及び年輪会 18：30 ～
場所：グランセレッソきずな
３）次期委員長会議開催について
日時：6 月 19 日（金）18：30 ～
場所：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店

４）会員名簿校正用紙の提出がまだの方は、今週中に事務局ま
でお送りください。
５）ＲＣＣ例会 11：00 ～ 天文館松山通り リンクビル９階
6/14（日） 指名出席者⇒平山・里・小福田 各会員
６）次週例会プログラム
6/15（月） ・次年度委員会別打ち合わせ
出席報告： 出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話＝「民法改正について」
中間 貴志君

次回例会 令和２年６月 22 日（月）
レディースデー例会
出席率
第1974回例会
前々回（5月25日）の補正

会員数
55名
56名

ミニコンサート
出席数
35名
47名

出席報告
64.81%
85.45%

