
第 2677回例会

≪司 会》  相原雄治 君

≪合 唱》  「それでこそロータリー」

≪ BGM≫  「 SOuL&BoSSA」

≪ゲス ト≫ ガバナー補佐     由利浩志 君

ガバナー補佐事務局長 山下勝央 君

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日 結婚記念 日

7月 24日 曽根正弘君   7月 30日 大角晋朗君
7月 31日 足羽祓治君

D‖A鑑定と摘出推定

先週の平成 26年 7月 17日 に、最高

裁判所で新 しい判決がなされました

ので、今 日は、そのことについて少 し

お話をしたいと思います。
1.最高裁の判断は以下のとお りです。

DNA鑑定で父 と子の血縁関係が否定されても法律上の

父子関係を取 り消せない。すなわち、民法の摘出推定が及
ばなくなるとは言えず、訴えにより父子関係の存否を争 う
ことはできない、という判決です。

2.5人 の裁判官の うち、多数意見 3、 少数意見 2の判断で

した。

(1)多数意見は、父と子の間の生物学上の父子関係が認めら
れないことが科学的証拠で明らかであっても、「子の身分
関係の法的安定性を保持する必要がなくなるものではな
い」というのが根拠です。

(2)少数意見のうち、金築裁判官は、「夫婦関係が破綻し子
の出生の秘密があらわになっており、生物学上の父が明
らかになっている場合、法律上の父子関係の取り消しを

認めるべき」としています。
また、自木裁判官は、「父子の血縁関係を戸籍にも反映さ
せたいと願 う人情を尊重すべきである」という意見を述ベ

ています。

(3)これに対して、多数意見のうち、櫻井龍子裁判官は、「旧

来の規定が、社会の実情に沿わないものになっているの

であれば、裁判所で個別に解決するのではなく、立法政
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策の問題として検討すべきである」と述べています。

(4)こ の意見の相違は、各最高裁裁判官の「裁判とは何か」

という裁判観の相違があります。

少数意見を書いた二人の人は、いずれも裁判官出身です。

多数意見の桜井裁判官は、労働者出身のキャリア官僚で

す。裁判官出身者は、個別事件を何とか実情に合 うこと

を解決することに心を砕きます。
3.事案は、どのようなものであったのか?

(1)戸籍上の父は 41歳

(2)5年前に 10年以上連れ添つた妻が突然出産した。夫で

ある男性は「自分の子として育てる」決意をした。

(3)妻 と相手の男性は 2年以上交際をしていた。
妻は、出産してのち 1歳 2か月の子供を連れて家を

出た。離婚が成立して親権は妻が得た。

(4)今 は、妻と相手の男性は再婚し、子どもは二人の間で

5歳 になリー緒に生活をしている。

(5)戸籍上の父は、「親子関係を作るのは、DNAで はなく愛情」
と主張。妻側は、「実の両親から子どもを奪わないで」と

主張。

4.ちなみに、一審及び控訴審の判決は、妻側の主張を認

めた。これに対 し、最高裁は、これを 3:2で 反対の結

論を出したのです。

① 最高裁の行 う判断とは何か。

② 明治時代に作られた、結婚している夫婦の間に生まれ
た子を摘出子として扱 うという「推定」の制度が、DNA

鑑定という科学的手法によつて、父子関係の存在につ

いて「推定」ではなく、「断定」されたとき、法はこれ
にどのように立ち向かい判断するのか?

5,「子の福祉」をめぐって、そのようなことが改めて問

われている最高裁判決であるように思います。

≪委員会報告》

会員増強委員長  杉田至弘 君

R12620地 区 会員増強・ 委員会研修セ ミナーに参加 して

岡本地区ガバナー・遠藤地区海員増強委員長
「ロータリーの将来に向けて若い人

たちの勧誘を」
。国際では目標 130万人 (近年 120か

ら 122万人で推移)米 。英 。日本は

マイナス、イン ド・韓国・ ドイツはプ

ラス
。日本の目標 10万人 (現在 88,000人 )

。今年度会員増強 3つ の課題 1)女性会員の拡充 2)会員維

持 3)ク ラブ数拡大

2620地区 11分区代表の発表

発表テーマ 1)ロ ータリーでの心に残 る体験談 2)私 がロ

ータリーを辞めない訳 3)会員増強の成功例
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《会長挨拶要旨≫



。11地区代表発表 。辞めない訳 6人→仲間が出来た、奉
仕活動が出来た、ある程度の期間在籍すると入会価値を見い

だす、楽しい、辞めないでくれの声掛け、居心地が良い、優
しさ 。心に残る体験談→ロータリアンとして信頼されてい

る (地区外、就職、旅行先など) ・成功例→入会 させたい

人にアプローチを続ける、女性会員を増やす (静岡 。甲府 )

職業分類の見直し

伊藤洋一郎会長 「仲間をふやそ う、仲間になろう !」

入会はスター ト、入会 したのちクラブライフを如何に魅力的
にするかが目的、課題。 具体例 1)納涼会などに家族以外の
方をゲス トとして招きロータリーヘの理解を。 検討案 2)若年
層への会費の低減 3)例会にも体験参加制度を設ける(廉価で)

≪来賓卓話≫

静岡第 4分区 ガバナー補佐公式訪問

ガバナー補佐 由利浩志 氏

8ク ラブを回 り来て感 じたことと、8

クラブの現状。静岡第 4分区、会員 350

名 の皆様 と岡本ガバナーを結び連携で

きます様、務める事。先ず、会員増強の

話、岡本ガバナーは非常に危機感を持っ

てお ります。2620地 区の会員はピーク

で 4600名 の会員が在籍、現在は 3000名 の会員数に減少 し、ピ

ークから 35%の減少です。クラブ数が 81ク ラブから現在は 78

クラブに、岡本ガバナーは将来消滅 してしま うクラブが出てく

るのではないかと強い危機感を持ってお ります。会員の皆様に
「会員増強に全力投球 してください」とお願い。各クラブの話。

第 4分区で一番小 さなクラブは駿河 RC、 会員 19名 、レス トラ
ンの一角で自分たちで例会の設営を行つている。駿河 RCの エ

リアは旧庵原 3町 (由 比・蒲原・富士川町)、 この 3町のエ リア
で会員増強を行 うことは非常に大変、見習 うべき所が沢山あ り
ます。次に清水西RCさ ん、53年の歴史があり、ガバナーも2

人出している、現在期首で 25名 の会員 とい う結果、会員増強に

努力をしていかないと、このような結果になってしまいます。
当クラブにも当てはまると思います。続いて清水RCさ ん、63

年の歴史があります。やっていることは流石のクラブです。内

容的にも素晴 らしいクラブで多 くのことを学ばなくてはいけな
い、清水の トップクラスのクラブです。最後に清水中央RCさ
ん、次々期のガバナーを出されます。現在会員が 38名 、クラブ

協議会で私が申し上げたことは、現状の会員数ではガバナース

タッフを組むことは困難、あと2年あるので最低 10名 の会員を

増や してくださいと申し上げてきました。ガバナーを輩出する
とい うことは費用的にも、人数的にも大変なこと。何れにして

も 30名 代のクラブが多い。当クラブもピークでは 86名 、現在
は 50名 と減少 しています。ガバナーは必死になって、会員増強
に励んでいただきたいとお願いをしてお ります。
本題に入 ります、ガバナーが真っ先にお願いをしたい と言つて
いることは、ロータリーの目的をしっか りと認識 してください。
定款第 4条のところで、ロータリーの綱領が目的に変わってお
ります。ロータリーの目的を理解 した うえで、職業奉仕を実践
していただきたい。職業奉仕 とは 「自分の職業を成すこと、自
分の職業を成功すること」と強調。ロータリーの目的、 4本柱
は運営計画書の表紙の裏に記載 してます、もう一度読んでいた
だいて、ロータリーの目的を認識 した うえで、自分の職業奉仕
をしっか り考えていただきたし`。ガバナーは寄付について、こ
のようなことを言つてお ります。多様性なクラブ運営の中で「知

恵のあり人は知恵を、金のある人は金を、知恵も金もない人は

汗を流そ う」非常に表現がきついですが、これは仏教の布施の

心なのですよと話をさせていただいています。
レディース委員会のメンバーに当クラブの川崎依子会員に地

区を担当していただきます。当クラブは女性会員が 6名 お りま

すが、全体の 20%位を目標にして頑張 りましょう。具体的に原
田委員長から活動方針が出てくると思いますので、ご努力をお

願いいたしと思います。

岡本ガバナーは会員増強に関しまして、ネ ックになることが

あれば全て変えてほしいと言つてお ります。変えていけないの

は職業奉仕だけです と口癖で言つてお られます。今の時流に合
つたや り方で、会員増強を変えていただきたいと強調 されてお

ります。当クラブも全員が努力をして、早 く目標の 60名 の大台

に行くように、私も頑張らせていただきたいと思います。
当クラブも長い歴史がありますので、遠慮しないで皆で意見を

出し合いながら、益々良いクラブになるように、努力をしてい

きたいと思います。

≪スマイル報告 ≫

長島秀親 君    本年度用にホームページを更新 しまし

た。皆様、一度はホームページを確認して

ください。よろしくお願いいたします。
古橋剛俊 君    由利ガバナー補佐の公式訪間を歓迎して

スマイルします。
足羽祓治 君

高田雅司 君

高柳正雄 君

望月康弘

杉本幸子

大角晋朗 君

杉田至弘 君

松下陸朗 君

小山宏之 君

伊藤洋一郎君

相原雄治 君

川 口尚宜 君

戸塚敦雄 君

杉山明喜雄君

寺澤啓子 君

君

　

君

7月 31日 の納涼夜間例会は私の誕生 日で

す。全員出席 して下さい。

昨日は東 RDBク ラスゴルフコンペが開催

されま した。楽 しい会でした。皆様 どうぞ

次回の参加 を !又本 日、恒例の神野会員提

供の美味 しい鰻に感謝 して、ありが とうご

ざいます。

昨 日はB級 ゴルフコンペで優勝 して しま

い、次回の幹事を仰せつか りました。次回

は 10月 21日 か 11月 5日 を予定 してお りま

す。腕に覚えの無い方、多数の参加 をお待

ち申し上げます。

由利ガバナー補佐の訪問とご苦労に感謝

します。

昨日のB級 ゴルフでは、隠 しホール とや

らに ドボン ドボンはま り、本人びつくりの

上位に。メンバーの皆様のおかげで楽 しい

一 日とな りました。感謝 と高柳 さんの優勝

を祝 してスマイル致 します。

結婚記念 日のお花を有難 うございます。

今年で 20年 目を迎えます。これからも奥 さ

ん、家族に感謝 して仕事に励みたい と思い

ます。

神野 さん、好物の鰻のご提供あ りがとう

ございます。昨年は 7・ 8月 で 8回の機会

に恵まれましたが、今年は 3回 日です。鰻

と神野 さんにあやか り、この夏も元気に乗

り切 りたい と思います。

恒例 とな りました土曜の丑の鰻を神野会

員のご好意 によ り今年 もご馳走にな りま

す。神野会員は週末から別荘に避暑に行か

れる由、無事の復帰をお祈 りします。 ご馳

走様でした。

由利ガバナー補佐の訪間 と、神野会員の

鰻に感謝 してスマイル します。

由利ガバナー補佐、山下事務局長をお迎

えしできことに感謝 して。また、神野 さん

の鰻、本当に毎年楽 しみです。

由利ガバナー補佐 と山下事務局長を歓迎

してスマイル します。並びに神野会員鰻あ

りがとうございました。

毎年美味 しい鰻を食べ られるのは神野会

員のおかげと感謝 し、スマイル させていた

だきます。来年も楽 しみにしてお ります。

ありがとうございます。

神野会員、今年 も美味 しい鰻をあ りが と

うございます。

毎年美味 しい鰻を有難 うございます。来

年もよろしくお願いします。

神野 さんご提供の美味 しい鰻に感謝 して

スマイル します。

ガバナー補佐の役 目

《出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確 定出席率

50(49) 9

7/17 50(49) 8

7/10 49(48) 8 3 5 89.5800


