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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第 1927回 移動例会 

 

例会予定 

11月 24日（木） ロータリー財団    駐車場× 

12月 1日（木） クラブ協議会     駐車場○ 

12月 8日（木） 移動例会 苅田町議傍聴 

12月Ⅰ5日（木）  移動夜間例会 18；30～      

家族親睦会 エルフィン 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦旅行 別府ロイヤルＨ 2016年 11月 11/12 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

11月 17日（木） 11月 理事会 三原文化会館 

11月 24日（木） むつみ会 18：30～ 「源さん」 

11月 26日（土） 地区職業奉仕セミナー 

12月 7日（水） 第一グループ会長幹事会 

12月 9日（金） 広報実践セミナー 

■ＩＡＣ例会   

12月 7日（水） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

 本日のプログラム <第 1928回 例会> 

       会員卓話 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1926回 例会記録 ＜2016年 10月 27日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

裁判所における調停制度 

 わが国の調停制度は大正１１年１０月１日施行

の借地借家調停法に基づく借地借家調停が始まり

であります。今日は、調停制度の意義とその果た

すべき役割をお話しさせてもらいます。  

人が社会生活を営む上で，考え方の違いや利害

の対立から紛争が生じることは，日常のことと思

います。こうした紛争の解決を当事者に全て委ね

ることは，その人の判断能力や知識経験などの違

いにより，必ずしも公正な解決が図られるとは限

りません。 

公正で公平な紛争の解決を図るために設けられ

たのが訴訟制度である。訴訟制度は，私人間の紛

争を解決するために，証拠により事実関係を認定

し，これを法律に当てはめて当事者間の権利義務

関係を，判決という形で示すものであります。判

決が確定すれば当事者は敗訴であってもこれに従

わなければならないのです。訴訟制度は公権的な

強制力を伴った紛争解決制度でありますが，その

手続きは厳格で時間もかかりがちであります。  

これに対し，調停制度は，当事者が紛争の実情

に応じた自主的で柔軟な解決を，簡易迅速に図る

ことを目的としています。 調停は，売買，金銭の

貸し借り，建物明け渡しなどの争いを対象とする

民事調停と，離婚，遺産分割など家庭内の争いを

対象とする家事調停とがあります。  

どちらも裁判官と民間から選ばれた調停委員

（最高裁判所から任命される特別職の国家公務員）

２人以上で構成する調停委員会が当事者から事情

を聴き，必要があれば事実の調査を行い，法律的

な観点を基本に助言やあっせん，解決案の提示な

どを行い，当事者間の合意を促すものであります。  

例えば，金銭の返済をめぐる争いの場合，訴訟

では即時に全額返済しなければならない事例であ

っても，調停では借りた人の事情を考慮，または

早期解決のために，分割して支払うなどの合意を

することもあります。 また、根強い感情的な対立

による紛争の場合など，調停委員が，各当事者の

思いを個別に時間をかけて聞くなどして感情的な

対立を和らげた上で，当事者間の利害調整を行い，

解決に向けた合意を促すこともあります。このよ

うに，調停では紛争の実情に応じて柔軟で抜本的

な解決を図るという訴訟制度にはない特色を有し

ているといえます。 

近年はインターネットによる高速情報化社会の

急速な進展に伴う社会，経済情勢の変化，国民の

権利意識の高揚，価値観の多様化などが進み，私

人間の紛争も複雑で困難なものが増え，当事者の

対立も激しくなってきているようです。 

私は民事、家事の調停委員に任命され１０数年

になりますが、今まで２回ほどクレームの文書を

裁判所に提出されました。「相手方の言うことば

かり聞いて、自分の言うことはきいてくれない」

だそうです。昨今は特に「自分は善、相手は悪」

と完全に分ける当事者が多く感じます。私は裁判

官ではありませんし、善悪を判断する立場でもあ

りません。大きな声では言えませんが、私にとっ

ては他人事なんです。役割で担当させてもらって

るだけなんです。どちらに味方するなんてあるわ

け無いじゃないですかね。互譲の精神が欠けてい

る当事者が多くなったと思います。 

最終の解決方法は訴訟であります。しかしなが

ら、全てが善か悪か？白黒を明確にする必要があ

るでしょうか？色には灰色もあります。その濃さ

も様々であります。相手を罵るけんか腰の解決よ

り、冷静になった当事者の話し合いによる自主的

で柔軟な解決を目指す調停制度の利用をもっと利

用する世の中のほうが良いとは思いませんか？ 

わが国の調停制度は，その時々の社会情勢や経

済情勢に対応した法改正などによって紛争解決機

能の充実強化を図ってきました。調停で解決され

た事案も数多くありますし，調停は訴訟と並んで

国民の紛争解決に大きな役割を果たしています。 

幹事報告    高城 直紀 

・先日会長幹事会に行ってきました。 

・次々年度の候補者指名委員会が開催されました。 



 

     安増惇夫 カウンセラー  

留学生への奨学金支援 

「学問を究めた知

日家・親日家を育てて、

世界に羽ばたかせ、未

来に向かって平和の

懸け橋をかける」目に

見える国際奉仕です。 

理事会でも議論し

ましたが、寄付増進も

課題であると言われるが、尖閣諸島問題や最近の日

韓関係を思うと「米山への協力をしかねる」との意

見が多く出ています。 

米山奨学事業が育てた米山学友が将来必ず「親善

の懸け橋」になる事を信じ、そうなるような人材を

育ててください。中国米山学友会の活動と広がりを

身に感じると「交流の懸け橋」は着々と育っている

と感じます。また、中国の都会や大学・知識階級で

は 相互交流や親交の重要性を認識しています。 

国籍のバランス（中国籍の米山奨学生の割合）は、

2012学年度 50.8％／2013学年度 43.9％／2014学年

度 40.7％／2015学年度 39.7％。富田年度（2016年

度）の奨学生は、20名です。継続 6名・新規 14名。

中国人は、5名です。 

これまでの 2700地区の奨学生の国籍は、36ヶ国 

595名の米山奨学生学友がいます。国籍の割合は、 

韓国 168名（28.2％）・台湾 147名（24.7％）・中

国 145名（24.4％）です。 

米山記念奨学会の一つヒントがアメリカのフルプ

ライト留学制度です。多くの日本の優秀な学生がア

メリカに留学し、彼らは親米になり、帰国後其々の

分野のトップリーダーとなって、如何に今日の日本

の発展や日米関係に寄与したか計り知れません。 

（2012年まで 60年間に日本人は 6,300人） 

遠い過去に日本民族は大陸を渡り中国・韓国の文

化・教育を学び日本民族の繁栄を築き日本国を発展

させました。今、世界や日本を見る奨学生は日本の

文化・教育・平和を学びそれを 彼らの国に広める

相互親善と平和の架け橋となる人材です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎芳樹（みやざき よしき）  松本聡（まつもと さとし） 

職業分類：税理士    職業分類：医療 

推薦者：鈴木公利 R    推薦者：井手口貞治 R 

  ：高城雅春 R      ：鈴木公利 R 

入会日：2016.11.1   入会日 2016.11.1 

 

委員会報告  

新世代奉仕委員長  高橋 功吉 

本日 11月 27日 IACの例会を開催します。参

加よろしくお願いします。 

むつみ会       杉坂 正徳 

11月 24日 18：30～ むつみ会を予定してい

ます。詳細は、月曜日に FAXにて連絡いたします

参加よろしくお願いします。 

出席委員会委員長  高城 雅春 

10月 27日 出席者 25名 修正出席率 78％（会員数 32名） 

11月 12日 出席者 21名 修正出席率 62％（会員数 34名） 

・メークアップ   

10月 27日 IAC 松田 R・壁屋 R・國永 R・高城（直）・

井手口 R・高橋 R 

11月 5日 地区社会奉仕委員会 長江 R 

11月 4日 大牟田南 RC：国際奉仕委員会卓話 片岡 R 

11月 10日 IAC 屏 R・前田 R・高城（雅）・高橋 R



 
ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  安増さん、本日は遠路有難うございました。 

高城 直紀  宮崎さん、松本さん、入会おめでとうございます。 

鈴木 公利  安増 GEの御来賓の下、宮崎さん、松本さんの入会式を迎えることが出来ました。 

杉坂 正徳  安増カウンセラー貴重な卓話有難うございました。宮崎さん、松本さん入会おめでとう

ございます。 

矢野 強   米山の卓話を相談しましたところ御大自身に来ていただきました。有難うございました。 

屏 正隆   本日は米山に関する卓話素晴らしかったです。感謝！宮崎さん、松本さんおめでとうご

ざいます。一緒に頑張りましょう。 

桧槙 敬   安増さんのお話が聞けてよかったです。 

松田 博文  本日入会の宮崎さん、松本さん。入会おめでとうございます。 

片岡 孝市  宮崎さん、松本さん入会有難うございます。 

山口 勝弘  高齢者自動車運転講習に行きますので途中退場します。 

高城 雅春  同窓生の宮崎君の入会おめでとう！！ 

福田 洋司  第一グループゴルフコンペ シニアの部で優勝しました。 

壁屋 好惠  宮崎さん、松本さん入会おめでとうございます。 

  ※理事会  理事会のおつりニコニコします。 

 

集計 27,000円       累計 292,000円   

 

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  

 

近隣クラブ例会変更 
行 橋 みやこＲＣ  12月 21日→22日 クリスマス家族例会 

               18：30～  京都ホテル 

             12月 28日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  11月 22日→早朝例会「花壇整備」 

               7：00～ 暁の夢花壇 

11月 29日→夜間例会  紀亭 

18：30～  「ロータリー情報アワー」 

12月 20日→忘年クリスマス例会 

18：30～  京都ホテル 

12月 27日→休会 

豊   前  Ｒ Ｃ  12月 22日→歳末家族会 

               18：30～  築上館 

田 川 Ｒ Ｃ  12月 14日→年末家族会 

               18：30～ ザ・ブリティッシュヒルズ新館 

             12月 28日→休会 

 

 

 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティッシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 ⛳ 
第 2 回  國永会長杯ゴルフコンペ 

 

日時：平成 28年 12月 4日（日曜日） 

場所：厚狭ゴルフ倶楽部 

     山口県山陽小野田市大字津布田 201番地 

     ☎ 0836-73-1881 

時間：集合時間 10時 00分 

      スタート  10時 36分 


