
第８５５回例会 通巻805号

平成２７年５月７日 2014-2015年度週報 Ｎｏ.３０

２０１４－２０１５年度 第４０回目 例会

１８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

国歌斉唱 君が代

ロータリーソング 奉仕の理想

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 素直な気持ちで何でもやります

村 尾 利 一 会員

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第４１回
５月１４日（木）

卓話堺旭ヶ丘郵便局
局長 山橋 康弘様

ホテル第一
18：30～

第４２回
５月２１日（木）

卓話 未定 ホテル第一
18：30～

シンプルになった請求書 クラブに好評

新会員報告書の記入、会員リストの修正、人頭
分担金と雑誌購読料の再計算......。これまで
クラブはこんな作業に煩わされていました。
煩雑な事務作業を伴う従来の8ページの書類に
代わり、今年1月に登場したシンプルな請求書
。わずか1ページのこの新しい請求書について
、クラブ役員から続々と称賛のコメントが寄せ
られています。

「半期報告書の面倒な手続きは皆に敬遠されて
いた」と話すのは、スプリングレーク・ブリー
レ・ロータリークラブ（米国ニュージャージー
州）の会長、ゲール・ウィンターステラさん。
「今では正確な請求書が届くので、これを印刷
して支払うだけ。ずっと簡単です」。現在は会
員情報をオンラインで更新でき、1月1日と7月1
日の時点でロータリーに記録されている会員実
数を基に請求額が計算されます。ロータリー職
員によるサポートも充実しており、Rotary.org
から会員情報を更新する際に「どうしても分か
らないことがあれば、電話で聞いてみることも
できる」とウィンターステラさんは話します。



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年4月9日（木）例会の記録（第852回）

4月はロータリーの雑誌月間であることは先
日お話ししました。
中でも『The Rotarian』は、世界で最も古く
から出版されている雑誌の一つで、1911年、
ポール・ハリスの寄稿文を特集して創刊し、
以来、休刊することなく出版されています。

現在、『The Rotarian』はスマートフォンや
タブレットで読むことができ、地域雑誌は24
の言語で発行されています。この雑誌には17 
人のノーベル賞受賞者、19人のピューリッツ
ァ賞受賞者も執筆されています。

ホァン会長の言葉を引用させて頂きます。恒
常的に通信が行われ、新たな情報を得る手段
がいくらでもある時代に、今なおロータリー
の雑誌は、必要なのでしょうか? 絶対に必要
です。それは雑誌がこれまでも、そうただっ
たように、今なおロータリーについての言葉
を広めるのに最も良い方法の一つだからてで
す。雑誌は私が数々のロータリーデーの楽し
さや興奮を皆さんと分かち合うことを可能に
し、世界中のロータリアンの素晴らしい活動
を掲載し、私たち全員に関係のある重要な問
題 に焦点を当てます。『The Rotarian』は
ロータリアンだけが楽しめるものではなく、
ロータリーの公共イメージを広め、ロータリ
アンが行う活動を世界に示す素晴らしい方法
なのです。ですから、この号を皆さんが読み
終えたら、誰かに差し上げてください。今月
号の記事に、特に興味を持ちそうな人は誰か
を考えてみてください。友達、仕事仲間、同
僚に渡しましょう。ロータリークラフブの例
会に誘ったことがある人と分かち合ってくだ
さい。www.therotarianmagazine.com を訪れ
て、 ソーシャルメディアで話を分かち合っ
たり、Eメールでリンクを送りましょう。ロ
ータリアンが100 年以上続けてきたように、

ロータリーに輝きを与えるために利用しまし
ょう。

そして、ロータリーの友 について新入会員
の方は不思議に思われたことがあると思いま
すが、左から開けると縦書き、右から開ける
と横書きになっています。創刊当初は、すべ
て横書きでした。
これは、当時のすべてのロータリアンにアン
ケートをとり、その結果、決まったことだそ
うです。その後、俳壇、歌壇といった横書き
では都合の悪い欄もできて、縦書きのページ
も交ざるようになりました。現在のように、
横書きと縦書きがはっきり分かれたのは、
1972年1月号です。そのときの表紙は、陣羽
織を前から写したものと後ろから写したもの
。まさに、両方が表紙という特徴を生かした
ものであったそうです。では、横書きと縦書
きの違いは？ 原則的には、横書きは、ＲＩ
の方針や地区、クラブの活動を紹介など、い
わばロータリーの公式の活動を紹介していま
す。一方、縦書きは、会員のコミュニケーシ
ョンの場、基礎知識を広めてもらう場として
、皆さま方からいただいた投稿を中心に掲載
しています。

一つ一つ疑問を解消し、ロータリーの知識を
深めていって頂きたいと思いますので、わか
らないことがあれば会員同士、知識を分け合
っていける、そんなクラブになればいいと思
います。よろしくお願いします。



本日のお客様

国際ロータリー第２６４０地区
ガバナーエレクト 豊澤 洋太朗様

豊澤 たつみ様
（ Rotary E Club Sunrise of Japan ）

御坊ロータリークラブ
塩路 良一 様

クラブアッセンブリー提出のお願い
2014-15年度も残す所、あと２か月半を切りまし
た。今年度の各委員会報告書を作成お願い致しま
す。４月２７日までにクラブ事務所へご提出お願
い致します。ご不明点がございましたら早めにご
連絡ください。

４月３０日例会は休会となっております。
よろしくお願い致します。

次回例会は５月７日です。
新年度米山記念奨学生が例会に来られます。つき
ましては例会後、１９:４０～歓迎会を行います
ので、１Ｆイルジャルディーノにお集まりくださ
いますようお願い致します。

近隣ロータリークラブ連絡
堺北ロータリークラブ
平成２７年５月１日（金）例会は
定款第６条１節の規定により休会とさせていただ
きます。
堺東南ロータリークラブ
平成２７年５月２１日（木）の例会は

日時：平成２７年５月２４日（日）
ＡＭ９:００～ 植栽奉仕活動

場所：北野田駅前 ロータリー花壇

第33回RYLA研修セミナー開催のご案内

拝啓 陽春の候 ますますご清祥のこととお
喜び申し上げます。平素は、当地区ロータリ
ー活動に格別のご尽力を賜りまして厚くお礼
申し上げます。
さて、RI第2640地区 第33回ライラセミナー
開催のご案内を申し上げます。
ロータリアンの皆様のご推薦による12歳から
30歳までの研修生およびロータリアン、また
ロータリー家族の皆様にも、是非とも万障お
繰り合わせの上ご参加くださいますようお願
い申し上げます。

敬具
記

日時 2015年5月30日（土）～31日（日）
内容 1泊2日 森林セラピー 写経等
講師 佐藤元相様
場所 恵光院 TEL:0736-56-2514

和歌山県伊都郡高野町高野山497

詳細はご案内資料を御高覧のほど、よろしく
お願いします。付属申込用紙をご利用くださ
い。 ※ 申し込み締め切り５/７迄

写真



この世に人間として生を得たものは必ず死ぬ。産科医が交付する出生証明書により戸籍を得、
医師などが交付する死亡診断書又は死体検案書により戸籍から抹消されることでその人の一生
が終わる。

社会環境の変化とともに、交通事故、犯罪の多発、医療事故、自殺、独居老人の変死などに加
え、大規模災害やテロ関連死等により、死体検案を行う機会が増えており、これらの異状死体
の検視や検案に関る警察、司法関係、警察医、監察医、法医学者だけでなく、救急医や一般臨
床医にも検案を適切に行うことが求められている。しかし死に対する国民の認識度の違いから
現場では様々な混乱が起こっているのが実情である。

人が死亡した場合に、その死亡を医学的に証明し死因や死亡の状況などを記載した文書として
「死亡診断書」と「死体検案書」があり、医師が作成、交付するものである。これらの文書の
交付の求めがあった医師は拒否することが出来ず、（医師法１９条２項）違反した医師は罰金
が科せられ「前科」がつく。どちらの文章を交付するかは、立場により異なった解釈がある。

行政解釈では、①「診療中の患者以外の者が死亡した場合」②「診療中であってもそれが他の
別個の原因（例えば交通事故）により死亡した場合」のいずれかの場合が「死体検案書」だと
している（厚労省の見解）。これに対して法医学者や警察（司法）関係者は③「その他」とし
てそれぞれの立場で例を挙げて「死体検案書」にすべきだとしている。

医師法２０条によると「診療中の患者が受信後２４時間以内に死亡した場合、改めて診察、検
案しなくてもよい。」となっている。それ以後は死体を検案した医師が異常死であるかどうか
の判断にかかっている。異常死であるとして警察に届ければ検視が行われ「死体検案書」にな
る。

終戦直後GHQの指示により監察医制度が導入され、東京２３区、横浜市、名古屋市、大阪市、神
戸市、京都市、福岡市では、法医学や病理学を専攻した医師がそれぞれの自治体の監察医務院
の職員として検案を行っている。（現在では京都市と福岡市は財政上廃止された）他の地域で
は10年以上の捜査経験を有する警視以上の警察官で法医学講座など所定の研修を受けた者（各
都道府県に数名）
が検案を行っている。犯罪の有無を調べるのが「検視」であり、司法警察職員が行う。検視の
際には必ず医師の立ち合いがいる。ほとんどは警察医が立ち会うが、死因をより正確にするた
めには主治医（いる場合）が立ち会うべきである。しかし警察医に立ち合いを求めているのが
実情である。

ちなみに私は昭和６３年より地元の橋本警察の警察医を委嘱されており、多い年で５０例、約
３０年間死体検案書を交付した。８割以上が病死であり、その内半数近くが主治医の立ち合い
が得られなかったため、死亡診断書ではなく死体検案書になってしまった場合である。ここで
監察医制度と警察医制度の長所と短所、死亡診断書と死体検案書の違いなどについていろいろ
なケースを例示しながら皆様とともに考えてみたいと思います。

今後警察医にご理解とご協力をお願いして本日の卓話を終わらせていただきます。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １７ 名

出席計算会員 ２３ 名 欠席者 ６ 名

出席免除会員 ６ 名
（山田会員・片木会員
・石田会員・松本会員
・林 会員・吉住会員）

免除出席者 １ 名
林信一会員

先々週修正出席率
4月2日 100.00 ％

本日の出席率
4月23日 73.91 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

国際ロータリー第２６４０地区
ガバナーエレクト 豊澤 洋太朗様
いつもありがとうございます。これからも宜し
くお願い致します。

Rotary-E-Club Sunrise of Japan 
豊澤たつみ様

塩路さん当年とって６９歳おめでとうございま
す。

御坊ロータリークラブ 塩路 良一様
お世話になります。お誕生日祝っていただきあ
りがとうございます。

会長 中井 崇嗣 会員
豊澤ガバナーエレクトご夫妻、そして塩路様、
ようこそ堺フェニックスＲＣへ。本日は豊澤会
員の卓話、楽しみにしております。

パストガバナー 米田 眞理子 会員
豊澤ガバナーエレクトご夫妻様、メイキャップ
お越し頂きありがとうございました。塩路様お
誕生日おめでとうございます。ようこそお越し
頂きました。７名の会員増強ＲＩ表彰頂きあり
がとうございます。

副会長 小野 晃範 会員
豊澤ガバナーエレクト夫妻、塩路良一様ようこ
そお越し下さいました。本日豊澤浩会員卓話楽
しみにしています。

上好 まゆみ 会員
今日の豊澤浩会員の卓話楽しみにしています

宮前 美穂子 会員
豊澤浩会員の卓話楽しみにしています。

村尾 利一 会員
豊澤洋太朗様、たつみ様、塩路様本日は例会に
お越し下さいましたありがとうございます。豊
澤浩会員卓話楽しみにしています。

掛水 義久 会員
豊澤浩様、卓話楽しみにしております。

豊澤 浩 会員

入会初の卓話です。よろしくお願いします。

片岡富美子会員 仕事の為

小山 武士会員 仕事の為

中井 昭宏会員 仕事の為

中田 聡 会員 仕事の為

仲峯 由美会員 仕事の為

松田 香純会員 仕事の為

京谷 知明会員 4/16 堺清陵ロータリークラ
ブ

中井 昭宏会員 4/18 米山記念奨学生
カウンセラー研修会

4/18 米山記念奨学生
カウンセラー
オリエンテーション

松田 香純会員 4/18 米山記念奨学生
カウンセラー研修会

4/18 米山記念奨学生
カウンセラー
オリエンテーション

村尾 利一会員 4/18 米山記念奨学生
カウンセラー研修会

4/18 米山記念奨学生
カウンセラー
オリエンテーション

米田眞理子会員 4/18 米山記念奨学生
カウンセラー研修会

4/18 米山記念奨学生
カウンセラー
オリエンテーション


