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第２３回ガバナーエレクトからの手紙 炭谷亮一
「魔女狩りのロッキード裁判」 4/7

日本は法治国家であると、日本は全てそう思っている。そして、戦後の新憲法の
もと、すべての裁判は法の下の平等という基本原則を一切崩すことなく60数年おこ
なわれてきた。戦後のどさくさの一時期、冤罪もあったようであるが、まあまあ
今日まで公正に裁判が行われて来たというのが一般的な見方ではないだろうか。

1976年2月5日、ロッキード事件が発覚した。私たちはこのロッキード裁判は、法
の下の平等公正さをはなはだ欠く魔女狩りの裁判だと思っている。当時私自身も、
最高権力者の地位にある者が、外国からワイロとして5億円ももらうなど、とても許
し難く万死に値すると考えていた。有名な評論家の立花隆氏は外国からのワイロを
受け取るということは、日本国の政治をコントロールされかねないと激怒していた。

19７6年8月16日、元首相田中角栄は、外為法違反および受託収賄の容疑で起訴された。全ての捜査

資料は米国側にあり、日本の法制度にない「司法取引」と同等のものが導入され、そしてアメリカ側へ
の嘱託尋問が行われ、クラッターとコーチャン証人が免債を条件に宣誓供述を行いエアバス導入のため
のワイロ5億円を田中角栄に送ったと証言した。もちろん田中角栄は収賄を否定した。しかし、おそら
くその当時ほとんどの国民は、田中の収賄信じて疑わなかったのではないかと思う。ゆえに、厳罰を求
める声が、国中に満ちあふれた、魔女裁判の始まりであった。田中角栄は一審二審とも実刑判決を受け
ただが、脳梗塞となり収監されることなく生涯を終えた（多くの国民はほっとしたのではないか？）法
を犯して法に問う検察、違法な「日本司法取決」を最高裁判判事全員が宣明書を出して認めるといった、
とんでもない魔女狩り裁判であった。

しかし、田中角栄の死去後、約1年後に最高裁判所は丸紅ルートの判決の中で、コーチャン、クラッ
ターへの嘱託尋問書は「証拠能力がない」と刑事免債を前提とした、嘱託尋問は間違っていたと判断し
た。戦後日本の裁判史上最大の汚点であろうと考えている。
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3/17 西村邦雄会長エレクト 「3/13 のＰＥＴＳ報告」

3/24 松本耕作様（地区Ｒ財団委員長）「Ｒ財団について」
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4/28 後出博敏会員
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点鐘
SONG 『奉仕の理想』
四つのテスト
藤間勘菊会長挨拶： 皆さん今晩

は、毎日毎日テレビ新聞を見ますと、

東日本の災害の事ばかりです。でも

私はとても良い言葉でこの間感動し

ました。一つは「私たちは知識がな

いから不安です。」と言う赤ちゃんを

抱いたお母さん、もう一つは節電に

心がけるという少女のメッセージがとても印象に残りりました。最初の一つは今情報があふれていて、不安がつも

るばっかりです。もう一つは節電ですが、これは私自分自身の反省をこめます。うちは２４時間テレビがついてい

ますし、電気がついています。これはいけないと思います。わたしが何十年前に静岡におりました時に私の家の周

り皆に空き巣泥棒が入った時、斎木さんの家はいつ寝るんでしょうか？と聞かれました。それで空き巣が入らなか

ったのです。お巡りさんが言うには空き巣がねらっていましたが、あきらめたと言う話でした。お隣さんも技術屋

さんで無線をしておられて24時間起きておられ無事でした。もう一つ気になりました事は「キムさんと言う大韓航

空の方ですが、100万円の義援金をだされました。韓国で100万円は大金だと思います。もう一つ明るいのは子供さ

んの肩もみです。ほのぼのとした記事です。

ゲスト紹介 松本耕作様 米山奨学生の李暁燕様

－－－《 食 事 》－－－－
幹事・委員会報告

宮永満祐美幹事：今日金沢８ RC の幹事会がありました。地区大会の全員登録

について、前回からお願いしてありましたが、協力しますよと言う心強いお言

葉がありました。本当にありがたくおもいます。地震の義援金ですが、各クラ

ブいろんな取り組みで緊急理事会をしておりました。

来週は第５週ですので例会はございません。その次は後で上杉輝子会員からご

案内があると思いますが、ホテル日航ではなくて主計町「土家」にておむすび

例会をいたします。おむすびは川さんにご協力お願いしました。本日例会後は

地区大会の実行委員会をいたします。本日テーブルの上にあるラスクは高崎 RC からの贈り物です。

今度の災害で来られなくなりましたが、お土産だけは届けられました。召し上がって下さい。

上杉輝子親睦委員長(本日は SAA）：魏会員からお願いします。

魏 賢任プログラム委員長：4 月 7 日（木）の例会はおむすび例会にいたします。主計町の「土家」

です。他漬け物とコーヒーをご用意させていただきます。後自由に持参 OK です。親睦とプログラ

ム委員会共同の例会となりますのでよろしくお願いいたします。出欠を書いて下さ

い。

吉田昭生奉仕プロジェクト委員長：おむすび例会の時に Polio プラスの金沢城ライトアップの応募

写真を審査します。25 枚ほどきています。皆さんで 5 点ほど始まる前に選んで下さい。そういう意

味でなるべく沢山の方、出席して下さい。

ニコニコＢＯＸ ¥21,000 本年度累計 ¥654,539 残高￥3,140,523

松本耕作様より謝礼金をニコボックスに頂きました。
藤間会長 地震で大変です。松本様ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。 炭谷会員 松本様、今夜も

これからもずっとお世話になります 岩倉会員 松本Ｒ財団委員長、本日の卓話宜しくお願いします。 石丸

会員 松本様、又宜しくお願いいたします。次年度もお世話になります。 木場会員 地区ロータリー財団

委員会 委員長松本様、今日はよろしくお願い申し上げます。李さんようこそ。ポリオの時はお手伝い有り難

うございました。 魏会員 皆さんこんばんは。松本様のお話を楽しみにしています。東日本大震災被災地の

一日も早く復興できるよう心よりお祈りしております。３／２６(土）県華僑華人聯諠(ﾚﾝｷﾞ）会主催で名鉄Ｍ

’ＺＡにて11時よりミニチャリティーコンサートをしますので、ご支援のほどお願いします。 。

講話の時間
「ロータリー財団について」 松本耕作様（地区Ｒ財団委員長・金沢ＲＣ会員）

（紹介 木場会員）松本 耕作様プロフィール 生年月日 昭和３３年１月１１日

加賀味噌食品工業協業組合 理事長 会社白山市倉部町 1080 番地 TEL 076-275-5188
自宅 金沢市寺町２－８－２８ TEL 076-245-3054
最終学歴： 東京大学経済学部経営学科 卒業

職 歴： 昭和５７年４月 株式会社 太陽神戸銀行入行 昭和６３年６月同行退社 昭和６３年８月 加賀味噌

５９８回

ホテル日航 5F
2011 3.24（木）

出席率 22/36 61.11%

2 月修正出席率 72.06 ％
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食品工業協業組合入社 平成１６年５月 同組合 理事長就任

ロータリー歴： 職業分類 調味料製造

1999.7 月 金沢ロータリークラブ入会 2003-4 年 地区副幹事 2004-05 年より地区ロータリー財団委員会委員

2005-6年 金沢ロータリークラブ幹事 2007-08 年より地区ロータリー財団委員会副委員長

2010-11 年より地区ロータリー財団委員会委員長 2007-08年より地区ロータリー財団委員会副委員長

講 話：こうして呼んででいただき、いろんなクラブの特徴など経験することが出来て楽しみにしています。

大体資料に全部書いてあるのですが、今日は配りません。ロータリー財団では今、未来の夢計画というのは 2013
～ 14 です。この背景は 1917 年に財団が提唱しまして、2017 年が 100 年になります。もう秒読みが始まっていま

す。振り返りと見直しがあるものと思います。その 90 年ということ

で頭の整理をしたのだろうと私は理解しています。

この使命としてはロータリーアンが「良いことをしよう」でロータリ

ーの方向性をボランティアに向かったと言う話はこの辺にあったので

しょう。この、未来の夢計画の専門的説明をしますと もっとポイン

トをしぼる 地元の目標にしぼる事、 財団寄付を地区での使用方法

の要望をする。

未来の夢計画の６

つの重点項目は①

平和と紛争予防・

紛争解決 ②疾病

予防と治療 ③水

と衛生設備 ③母子の健康 ④基本的教育と識字率の向上 ⑤

経済と地域社会の発展です。こういう所に重点化したい。と言

う事です。

これは 2013 年から始まります。世界に１００のパイロット地

区を設けます。日本では４地区です。その結果を見まして、実

施致します。うちの地区はしかし従来型でやります。国際親善

奨学生、人道的なプログラム、マッチンググラント ポリオな

どがあります。寄付は 3 年後の活動資金になります。

毎年 100 ドル寄付や 1000 ドル寄付 運用益でまかなう恒久基

金寄付がありますが、3 年前の地区全寄付の 50 ％を国際Ｒ財団

の財源とし、あとは地区財団用です。ＲＩの活動資金はＧＳＥ

やマッチンググラントなどです。現在我が地区財団の活動資金

は殆どが国際親善奨学生用です。

ロータリー財団の支出につきましては古いデータで 2008 ～

2009 年ですが、polio plus の２億ドルのチャレンジや人道的プ

ログラムが殆どで、マッチンググラントが 25 ％、教育的プロ

グラムが 15 ％、あとポリオその他 運営費など 561 億円ぐ

らいす。

地区の財産の活動資金は 1500 万円を繰り越しています。合計

3000 万円です。地区の事業に 25000 ドルです。なぜ残ったかと

いいますと留学試験に受かった人でもやめる人がいて余りまし

た。炭谷亮一年度には減らさないと後で没収される事がありま

す。2013 から制度ががらっと変わりまして、先ほど申しあげま

した六つの重点項目になります。最低半分が地区の裁量でどん

な形でも使えます。

使い勝手が良くなります。年度の前に申請しなければならない

ので来年度のクラブ事業費として貰うには早いうちから申し込

む必要があります。桜の花が咲く頃にはせねばならんと言うこ

とです。例えば来年のものは地区協議会で募集して 6 月に締め

切って８月に支給開始です。早めに会長エレクト、ノミニーに

も計画をたてていただきたいわけです。 来年は GSE がありま

す。カナダに一ヶ月間です。いい人がいらしたら推薦して下さ

い。４月以降 税制上の優遇処置ですが、公益財団法人日本ロータリー財団として米山の様に全額控除になります。

すなわち世界で使うと使用明細がこれまでわからなかったからでした。しかし、いったん RI 本部に納めても 1/2 が

日本に戻って来るという理由で認められました。 寄付してないクラブは困るが 今は少し地区には余裕があり

ます。

早めに計画して欲しいと言う訳です。 点鐘
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４月以降の金沢市内8RCの例会変更
金 沢ＲＣ 4/6（水）休会 4/13（水）18:00 ANA クラウンプラザホテル金沢｢夜間例会及び懇談会(観桜会)｣
← 表記が変更 5/25（水）18:00～ 金沢ニューグランドホテル「チャリティ・オークション」6/8（水） 休会

金沢東ＲＣ 4/11（月）18:30～ 金沢スカイホテルにて「春の特別例会」5/2（月）休会

金沢西ＲＣ 4/8（金）18:00～ 和田屋「観桜例会」 5/6（金）休会 5/27（金）6:30大乗寺 「早朝例会」

6/24（金）18:00～ 金沢都ホテル 「最終夜間例会」

金沢南ＲＣ 6/28（火） 休会

金沢北ＲＣ 4/7（木）18:30～ 金茶寮 「お花見夜間例会」 4/28日（木）休会 6/16（木）休会

6/30（木）18:30～ 松魚亭 「最終夜間例会」

金沢香林坊ＲＣ 4/11（月）18:30～ 「スーパーマンデー例会」←表記が変更 5/2（月）休会

5/9（月）休会 6/20（月）18:30～「やれやれ会」

金沢みなとＲＣ 4/5（火）18:00～ ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」 5/31（火）休会

金沢百万石ＲＣ 4/7（木）19:00より 主計町「土家」「おむすび花見例会」 5/26（木）休会

第２４回 ガバナーエレクトからの手紙 炭谷 亮一

「ロシア魂」

ロシアの反政府派の急先鋒ボリス・ネムツｵフは、かつてエリツｴン政権で第一副首
相を務めた大物政治家である。
昨年はプーチン首相を糾弾し、政権上層部の不正を暴いている。昨年12月31日は、

集会の自由を保障する憲法31条を支持する、政府公認のはずの集会に参加し、逮捕さ
れた。最初の40時間は窓のないコンクリートの牢獄に入れられ、15日間の抑留を終え、
それでも1月31日には再び抗議集会を開いた。
彼は、記者のインタビューに以下のように答えている。

議会選挙を数ヶ月後に控え、我々は政権に脅威と見られている。 昨年はプーチンの親友が石油輸出
の3分の2を牛耳る大富豪となった過程を暴露した。プーチンは我々の新党「人民の自由」を恐れている。
プーチンはマフィア国家を作った。公正な裁判と選挙のためには「非プーチン化」が必要だ。彼の親

友はみな大金持ちになり、ロシアを自分たちの領土のように思っている。
プーチンは、今でも最も国内で人気の高い政治家だか、プーチンの頼りは秘密警察だけだ。理不尽な

行動をとるプーチンは、国民の信頼を失いつつある。彼達は何が何でも権力を維持したい、その為野党
の弾圧を強化するのだ。我々に対する恐喝や不法逮捕、冤罪事件がもっと起こるだろう。でも我々は最
後まで戦い抜く。我々新党の優先課題は、政権の不正を暴くことだ。たとえば、08年にモスクワ市長に
関する我々の報告書が証拠として裁判所に採用され市長が解任された。いつかは、プーチンも、チュニ
ジアやエジプトの大統領のように外国へ亡命するだろう。プーチンの辞任を第一目標に、検閲の廃止、
法廷制度の再建、ガスプロムやトランスチフチなど国営企業の不正を徹底的に調査する。

ロシアには権力者側からの圧力にまったく屈しない強い男の存在がある。まさしくロシア魂である。

「タバコの真実」その２７ ２０１１．４．７．

妊婦がタバコを吸うと生まれてく

る子供にどんな悪影響をもたらす

かについて話します。

妊婦の喫煙本数と男児の将来の暴

力犯罪の件数の関係を調べました。

喫煙本数が増えるほど暴力犯罪件

数も増えています。

妊婦が直接吸わなくとも周囲の人

が妊婦の近くで吸うと間接喫煙に

より妊婦も吸うことになるので気を付けましょう。


