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【会長報告】

　立原ガバナー公式訪問には終了後の懇親会

まで多数残って頂き有難うございました。ガ

バナーから御礼の手紙が届いております。

　８／６（土）熊谷での職業奉仕部門セミナーに

半田直前会長、小谷野委員長、山岸〔地区〕高

校生社会体験活動委員、私で出席。講師の尼

崎西ＲＣパストガバナー：田中氏（眼科医）は、

ロータリーの〈奉仕の理念〉に大変感銘され、

その理念“He profits most who serves best”

を創ったシェルドンの著作をＲＩ本部、米国

国会図書館まで行き１００冊位の中から５０冊

まで集め、翻訳されています。尼崎で「源流の

会」を立ち上げ、訳したものをＨＰ上でアーカ

イブスとして公開。現在７８才ですが「また

別の本が見つかったよ」と米国から連絡が来

ると、すぐに手に入れて翻訳されています。

　ＲＣの始まった１９０５年当時は米国経済も

どんどん伸びていて、資本家／会社経営者が

労働者を搾取しながら利益を出した、少しモ

ラルの無い時代でした。当初、ロータリアン

同士の親睦もそうですが、お互いの仕事を紹

介したり、「俺と仕事をしろ」という事で始まり、

クラブによってはどれだけ取引きがあったか

を報告したそうです。シェルドン等はそれだ

けでは物足らず、ＲＣのレベルを上げようと

いう事で〈奉仕の理念〉を考えたそうです。

　当日売っていた田中氏の本を、山岸委員か

ら「読め」という事で買って頂きましたので、

良いところを一部紹介します。�

「シェルドンの奉仕理念は、継続的な事業の

発展を得るためには自分の儲けを優先するの

ではなく、自分の職業を通じて社会に貢献す

るという意図を持って事業を営み、すなわち、

会社経営を経営学の実践だと捉え、原理原則

に基づいた企業経営をすべきだと考えました。

更に、良好な労働環境を提供するのは資本家

の責務であると考え、資本家が利益を独占す

るのではなくて、従業員や取引きに関係する

人達と適正に配分する事が、継続的に利益を

得る方法だと考えた」という事です。

　こういった、時代を先取りした経営哲学が

ロータリーに影響を与え、ロータリーが大い

に伸びた原因となったそうです。ご興味のあ

る方は山岸委員にお聞きになるか、Ｗｅｂで

調べて勉強して頂きたいと思います。

　

【幹事報告】

・本日、第３回役員会。前回議事録確認、９

　月プログラム承認。ＩＭ（2月）への実行委員

　１名の推薦依頼「入会３年前後でＰＣ出来

　る方」に、前島会員を推薦、承認。地区大会

　記念ゴルフ大会９／２０霞ヶ関カントリー、

　飯能から１組４名参加。ライオンズクラブ

　主催チャリティーゴルフ９／１２飯能ゴルフ、

　飯能から１組参加。森先生を偲ぶゴルフ会

　９／２２飯能グリーン、有志参加。

・協賛金依頼：西川材フェア実行委員会１万円、

　飯能まつり協賛会５万円、青少年育成飯能

　市民会議１万円、例年通りで承認。

・各クラブより週報�

【委員会報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　先日、熊谷まで４人で行って参りました。

田代職奉委員長より「『我等のなりわい』原稿

作成のお願い」２～５名の依頼。内容は「長

寿企業」「過去に困難な状況を克服した企業」

「創業者の経営ポリシーの引継ぎと改善に取

り組んでいる企業」「職業倫理の遵守に取り

組んでいる／悩んでいる企業」です。是非ご

希望を言って下さい。またはお願いに行きます。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　８／２４第１回夜間例会（大松閣）には４７名、

事務局含め４９名の参加。有難うございます。

飯能駅南口にバス１号車は１７：００、２号車

は１７：２０配車。１７：３０より遅れた方は路線

バス、タクシーでお願いします。

　森先生を偲ぶゴルフ大会を９／２２（木）大崎

会員の協力で飯能グリーンで開催します。特

別料金１４，８００円。８／３１〆切。

◎「森和夫記念ゴルフ大会」について　石井君

　森先生というのは多才な方で、飯能には稀な、

いろいろな分野でご活躍、ロータリーでも御

意見番のような事もやって頂きました。あれ

だけの人はなかなか出て来ないのではないか

なと私自身は思うのですが、思い出を残す意

味で「記念ゴルフ会」のような事をやりたいと

話しましたところ多くの方に賛同頂きました。

是非、参加頂き「メモリアルゴルフ」を長く

続けて行きたいと思いますのでよろしくお願

い致します。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　増島君

【Ｍ　　Ｕ】

８／６（ガバナー）吉島君、小谷野君

　　　　　　　　山岸君、半田君

８／９（日高）和泉君

【結婚・誕生日祝】　　　　　　　　  塩野君

◇入会記念日おめでとう�

　大木君、橋本君、増島君、田辺君、和泉君

　小川君、土屋（崇）君、小谷野君、吉田（行）君

　吉澤君、中里（忠）君、大崎君

◇会員誕生日おめでとう�

　１１小谷野君、２２吉澤君、２５吉田（健）君

　２６高橋君

◇夫人誕生日おめでとう�

　３市川（昭）夫人、１１中里（忠）夫人

　１５小崎夫人、２１小谷野夫人、２４大野夫人

　２６山川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・土屋良一先生、卓話宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　  神田（敬）君、大野君�

・３３年目の入会記念日です。　　　 橋本君�

・入会記念日祝、有難うございます。

　　田辺君、和泉君、土屋（崇）君、吉田（行）君

　　吉澤君�

・入会１０年になりました。今後とも宜しく

　お願い致します。　　　　　　　小谷野君�

・誕生日。７５才になりました。   吉田（健）君�

・誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　吉澤君、高橋君、小谷野君�

・家内の誕生日祝、有難うございます。

　　山川君、小崎君、中里（忠）君、小谷野君

　　大野君�

・先日は遅刻しました。　　　　　　大野君�

本日計４８，０００円、累計額２３０，５００円。

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　Ｓ５０年３月、東北大学法学部卒業（Ｓ４９年、

現役で弁護士資格取得）。Ｓ５２年、弁護士登

録（都内の法律事務所に勤務）。Ｈ２年２月、

土屋法律事務所を開業。飯能簡易裁判所調停

員、飯能市／日高市の個人情報保護審議会会

長、埼玉県裁判所川越支部借地非訟鑑定員。

「罹災都市借地借家臨時

処理法」は、今回の震災

にも当然適用があると考

えていました。元は、戦

後の焼け野原に借家人が

バラックを建てた状態を

保護する法律で、阪神・

淡路大震災に適用され、

かなり混乱を引き起こしたわけですが、今回

の大震災には適用されないようです。

　日弁連の講演資料「相談の事例の分析」が

被災状況を反映しているという事なので、今

日はこれを基にお話させて頂きます。残念な

がら私は被災者の方の法律相談を受けた事は

ありませんので、大した話は出来ないかもし

れませんが。

　一般の地震災害で問題になりそうなのは、

建物が隣地に倒壊、屋根瓦が隣地に飛んで行

く等です。「震度５」位では不可抗力と言えず、

所有者は隣地から自分の費用で引き取らなけ

ればならない。損害賠償責任も負います。と

ころが「震度６」位になると不可抗力と見られ、

所有者は別に元に戻す義務は負わない事にな

る。ではどういう事になるのか。結局、隣地

の所有者同士で、話し合いで解決せざるを得

ない。

　このように、従前の地震では、地権者同士

が話をして個別に解決するというのが可能な

ケースが殆どでした。ところが、阪神・淡路

クラスになると、中には大規模な被害が出て、

個別的話し合いでは解決出来ず、全体的な都

市計画で初めて解決出来るというような問題

も発生しました。

　さて、今回の大震災ですが、内陸部で地震

被害だけというケースもありますが、沿岸部

で津波の壊滅的な被害を受けた地域では、個

別的処理が可能な範囲を超えてしまっており

ます。津波で、建物ごと、隣どころか全然違

う所に流され、瓦礫になってしまっている。

こういう場合には、そもそも自分の土地が何

処であったかということも問題になり得る。

境界がはっきりしないとか、地盤沈下が酷く

海面下に沈んでしまったとか。元に戻ればい

いのですが、そのままとなりますと「海の一

部」ということで個人所有の土地ではなくな

ってしまう。こういう問題になって来ると個

別の話し合いでの解決は全く不可能です。

　そうすると、都市計画で「全体としてその

地域をどうやって再生させていくか」という

問題になって来るわけですが、都市計画上も

大きな問題があります。

　リアス式海岸地域では今後も津波対策が必

要です。国では、住居を高い地域にまとめ、

下の方に漁業等の産業施設を立地する対応策

を早い段階で打ち出しましたが、実施するに

は当然、住民には抵抗がありますから、コン

センサスをどう図るかが第一の問題になりま

す。また、大規模移転にはとんでもない費用

が掛かります。元々が指導した発想だと思う

のですが、費用が掛かりそうなので、最近、

国はおよび腰のような感じを受けます。国で

しっかりとした制度の枠組みを作り、費用の

面倒を見て上げないと、地域の再生は難しい

のではないかと思います。

　弁護士会のアピールをするわけではないの

ですが、今回の震災では、被災地域の東北は

当然として、関東、関西の弁護士会からも現地

にボランティアに多数行っています。

　具体的な相談内容ですが、初期の頃は「ど

うやって生きていくか」「どうやって生活し

て行ったら良いか」等、法律的な問題になり

にくい事が多かった。要するに「お金」「住

まい」の心配です。切実ですが、内容として

は抽象的なものに留まります。この段階では

むしろ、被災者の立場に立って気持ちを汲み

取ってあげる姿勢が重要だとされていました。

弔慰金、支援金制度の紹介等は普通は役所の

仕事です。今回は被災者に余裕も無く、自治

体自体も被災していたため、そこまで含めて

対応して欲しいという事でした。弁護士は〈給

付制度〉については普通、詳しく知らないの

で“アンチョコ”のようなものが弁護士会か

ら配布されました。時間が経って、だんだん

具体的な紛争、近隣間や借家の、法律的な要

素の強い問題が増えて来ています。

　日弁連では電話や現地開催による「無料法

律相談」を何度も開催して来ました。その「相

談内容の分析結果報告」が被災の状況を反映

しています。他に、被災した会社から解雇さ

れたという深刻な話もかなりありました。

　一番多かったのは「二重ローン」問題です。

住宅ローンの返済中に建物が倒壊。建て直す

ため新たなローンを組まなければならない。

地震保険を掛けていない世帯が多く、掛けて

いても必ず満額給付されるものでもないとい

う事があります。中小企業では工場や船舶が

使えなくなった状態でローンだけが残ってい

る。営業再開には、設備投資やそのための借

り入れを起さなければなりません。「２つのロ

ーンを同時に払わなければいけないのか？」

という問題です。

　阪神・淡路の時には法律は出来ませんでし

た。与野党の合意が出来ず進まないのですが、

今、協議中です。中小企業では〈機構〉を創り、

ローンを〈機構〉に売って、〈機構〉と企業で協

議するという方向でまとまりそうです。

「まともな状態で住めない借家で家賃を払わ

なければいけないのか？」という問題につい

て。「工作物責任」とは「建物の倒壊に対する

賠償責任はあるのか？」という問題です。「相

隣関係」とは「倒壊した建物が隣地に入って

しまった場合にどうなるのか？」等。

　これらは、今回の震災では不可抗力と考え

られますから、話し合い・調停による解決が

期待されています。

　岩手県の特徴は、沿岸部の壊滅的な津波被

害です。盛岡は「震度５強」で、被害は多くな

かった。「ローン」に関する相談が大きな割合

を占めています。「相続」の相談も多い。「行

方不明の方がどうなるのか？」。市街地の被

災が大きくないので「相隣関係」は多くあり

ません。

　宮城県の特徴は、沿岸部の津波被害と仙台

中心部で「震度６強」から「７」の被害があ

り、「借家」「工作物責任」「相隣関係」の相

談が突出して多いです。「ローン」の問題が多

く、延滞が増え、金融機関の救済も急務です。

事業所が壊滅的被害を受け、「労働関係」の相

談も相当あります。

　福島県の特徴は、沿岸部の津波被害と原発

被害。避難、放射性物質、被害が継続中と、

問題に特殊性があります。建物が滅失したわ

けではなく、住めない状態。「ローン」問題が

多いですが「住めないのに住宅ローンを払わ

なければならないのか？」という事です。避

難されている人が全国に分散しているため、

情報提供が行えないという問題も指摘されて

います。「震度６」の郡山・いわきでは「工作

物責任」「相隣関係」「借家」問題があります。

　最後に、原発被害の関係を簡単にお話した

いと思います。

　東電に賠償請求は可能でも、全員が請求す

れば東電は確実に倒産します。そうすると東

電からの支払いは受けられない、すぐには払

えない、一部の支払いしか受けられない等で、

被害者の救済が不十分になります。東電の体

質も大きな問題がある。これだけの大きな被

害を与えたのですから、誠実に対応するのは

当たり前だと思うのですが、「原子力損害賠償

紛争審査会で決まっていない」とか言って（一

時金の支払いを）拒否したという事例があり

ました。東電に全額支払う能力はありません

から、被害者救済のための法的枠組みをしっ

かりしないと救済が出来ないという事になり

ます。

　最近、「原子力損害賠償支援機構法」と「原

子力事故による被害に係る緊急措置に関する

法律（仮払い法）」が成立しました。

「支援機構法」は〈機構〉を創って、東電に融資、

賠償の支払いを支援していくものです。

「仮払い法」は国が賠償金の半額以上を立て

替えて被害者を救済する制度だそうですが、

国にもお金がありませんから、どのような対

応になるのかよく分からないところがありま

す。

　私は東電には「会社更生」が望ましいと思っ

ております。役員の責任追及と、株式も価値

が無いなら全額「０」（株主責任）にする等の

対応が望ましいと思います。担保付の社債が

かなり発行されておりますから、社債は一般

の賠償請求権より順位が先。支払いの優先順

位は、社債を完済し、その後、賠償請求権の

支払いとなりますので、被害者の一部しか救

済出来ないという事になって来ます。「その

後はどうするのか？」という事になりますと、

「国がどこまで面倒を見られるのか？」とい

う事になり、結局、東電を“生かさず殺さず”

という対応しかないのかなという感じがして

おります。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 中里（昌）君、中里（忠）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために
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むらさんの日本縦断漫遊記
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飯能ＲＣ 土屋良一会員
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卓 話「これからの
　　　  クラブ奉仕のあり方」
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卓 話「すぐに役立つ英語教室」
飯能市国際交流委員会
理事 濱田裕司様

卓 話「東日本大震災の支援活動」
行田ロータリークラブ
前年度災害支援委員長 鈴木貫大様

卓 話「新世代月間にちなんで」
地区新世代部門委員長

地区クラブ奉仕部門委員長

（東松山むさしＲＣ）
野口健吉様

［プログラム］

平成２３年９月のプログラム
（月間テーマ  新世代のための月間）

大 震 災 と 法

飯能ＲＣ 土屋良一 会員



・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　土屋良一会員�

【会長報告】

　立原ガバナー公式訪問には終了後の懇親会

まで多数残って頂き有難うございました。ガ

バナーから御礼の手紙が届いております。

　８／６（土）熊谷での職業奉仕部門セミナーに

半田直前会長、小谷野委員長、山岸〔地区〕高

校生社会体験活動委員、私で出席。講師の尼

崎西ＲＣパストガバナー：田中氏（眼科医）は、

ロータリーの〈奉仕の理念〉に大変感銘され、

その理念“He profits most who serves best”

を創ったシェルドンの著作をＲＩ本部、米国

国会図書館まで行き１００冊位の中から５０冊

まで集め、翻訳されています。尼崎で「源流の

会」を立ち上げ、訳したものをＨＰ上でアーカ

イブスとして公開。現在７８才ですが「また

別の本が見つかったよ」と米国から連絡が来

ると、すぐに手に入れて翻訳されています。

　ＲＣの始まった１９０５年当時は米国経済も

どんどん伸びていて、資本家／会社経営者が

労働者を搾取しながら利益を出した、少しモ

ラルの無い時代でした。当初、ロータリアン

同士の親睦もそうですが、お互いの仕事を紹

介したり、「俺と仕事をしろ」という事で始まり、

クラブによってはどれだけ取引きがあったか

を報告したそうです。シェルドン等はそれだ

けでは物足らず、ＲＣのレベルを上げようと

いう事で〈奉仕の理念〉を考えたそうです。

　当日売っていた田中氏の本を、山岸委員か

ら「読め」という事で買って頂きましたので、

良いところを一部紹介します。�

「シェルドンの奉仕理念は、継続的な事業の

発展を得るためには自分の儲けを優先するの

ではなく、自分の職業を通じて社会に貢献す

るという意図を持って事業を営み、すなわち、

会社経営を経営学の実践だと捉え、原理原則

に基づいた企業経営をすべきだと考えました。

更に、良好な労働環境を提供するのは資本家

の責務であると考え、資本家が利益を独占す

るのではなくて、従業員や取引きに関係する

人達と適正に配分する事が、継続的に利益を

得る方法だと考えた」という事です。

　こういった、時代を先取りした経営哲学が

ロータリーに影響を与え、ロータリーが大い

に伸びた原因となったそうです。ご興味のあ

る方は山岸委員にお聞きになるか、Ｗｅｂで

調べて勉強して頂きたいと思います。

　

【幹事報告】

・本日、第３回役員会。前回議事録確認、９

　月プログラム承認。ＩＭ（2月）への実行委員

　１名の推薦依頼「入会３年前後でＰＣ出来

　る方」に、前島会員を推薦、承認。地区大会

　記念ゴルフ大会９／２０霞ヶ関カントリー、

　飯能から１組４名参加。ライオンズクラブ

　主催チャリティーゴルフ９／１２飯能ゴルフ、

　飯能から１組参加。森先生を偲ぶゴルフ会

　９／２２飯能グリーン、有志参加。

・協賛金依頼：西川材フェア実行委員会１万円、

　飯能まつり協賛会５万円、青少年育成飯能

　市民会議１万円、例年通りで承認。

・各クラブより週報�

【委員会報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　先日、熊谷まで４人で行って参りました。

田代職奉委員長より「『我等のなりわい』原稿

作成のお願い」２～５名の依頼。内容は「長

寿企業」「過去に困難な状況を克服した企業」

「創業者の経営ポリシーの引継ぎと改善に取

り組んでいる企業」「職業倫理の遵守に取り

組んでいる／悩んでいる企業」です。是非ご

希望を言って下さい。またはお願いに行きます。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　８／２４第１回夜間例会（大松閣）には４７名、

事務局含め４９名の参加。有難うございます。

飯能駅南口にバス１号車は１７：００、２号車

は１７：２０配車。１７：３０より遅れた方は路線

バス、タクシーでお願いします。

　森先生を偲ぶゴルフ大会を９／２２（木）大崎

会員の協力で飯能グリーンで開催します。特

別料金１４，８００円。８／３１〆切。

◎「森和夫記念ゴルフ大会」について　石井君

　森先生というのは多才な方で、飯能には稀な、

いろいろな分野でご活躍、ロータリーでも御

意見番のような事もやって頂きました。あれ

だけの人はなかなか出て来ないのではないか

なと私自身は思うのですが、思い出を残す意

味で「記念ゴルフ会」のような事をやりたいと

話しましたところ多くの方に賛同頂きました。

是非、参加頂き「メモリアルゴルフ」を長く

続けて行きたいと思いますのでよろしくお願

い致します。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　増島君

【Ｍ　　Ｕ】

８／６（ガバナー）吉島君、小谷野君

　　　　　　　　山岸君、半田君

８／９（日高）和泉君

【結婚・誕生日祝】　　　　　　　　  塩野君

◇入会記念日おめでとう�

　大木君、橋本君、増島君、田辺君、和泉君

　小川君、土屋（崇）君、小谷野君、吉田（行）君

　吉澤君、中里（忠）君、大崎君

◇会員誕生日おめでとう�

　１１小谷野君、２２吉澤君、２５吉田（健）君

　２６高橋君

◇夫人誕生日おめでとう�

　３市川（昭）夫人、１１中里（忠）夫人

　１５小崎夫人、２１小谷野夫人、２４大野夫人

　２６山川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・土屋良一先生、卓話宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　  神田（敬）君、大野君�

・３３年目の入会記念日です。　　　 橋本君�

・入会記念日祝、有難うございます。

　　田辺君、和泉君、土屋（崇）君、吉田（行）君

　　吉澤君�

・入会１０年になりました。今後とも宜しく

　お願い致します。　　　　　　　小谷野君�

・誕生日。７５才になりました。   吉田（健）君�

・誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　吉澤君、高橋君、小谷野君�

・家内の誕生日祝、有難うございます。

　　山川君、小崎君、中里（忠）君、小谷野君

　　大野君�

・先日は遅刻しました。　　　　　　大野君�

本日計４８，０００円、累計額２３０，５００円。

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　Ｓ５０年３月、東北大学法学部卒業（Ｓ４９年、

現役で弁護士資格取得）。Ｓ５２年、弁護士登

録（都内の法律事務所に勤務）。Ｈ２年２月、

土屋法律事務所を開業。飯能簡易裁判所調停

員、飯能市／日高市の個人情報保護審議会会

長、埼玉県裁判所川越支部借地非訟鑑定員。

「罹災都市借地借家臨時

処理法」は、今回の震災

にも当然適用があると考

えていました。元は、戦

後の焼け野原に借家人が

バラックを建てた状態を

保護する法律で、阪神・

淡路大震災に適用され、

かなり混乱を引き起こしたわけですが、今回

の大震災には適用されないようです。

　日弁連の講演資料「相談の事例の分析」が

被災状況を反映しているという事なので、今

日はこれを基にお話させて頂きます。残念な

がら私は被災者の方の法律相談を受けた事は

ありませんので、大した話は出来ないかもし

れませんが。

　一般の地震災害で問題になりそうなのは、

建物が隣地に倒壊、屋根瓦が隣地に飛んで行

く等です。「震度５」位では不可抗力と言えず、

所有者は隣地から自分の費用で引き取らなけ

ればならない。損害賠償責任も負います。と

ころが「震度６」位になると不可抗力と見られ、

所有者は別に元に戻す義務は負わない事にな

る。ではどういう事になるのか。結局、隣地

の所有者同士で、話し合いで解決せざるを得

ない。

　このように、従前の地震では、地権者同士

が話をして個別に解決するというのが可能な

ケースが殆どでした。ところが、阪神・淡路

クラスになると、中には大規模な被害が出て、

個別的話し合いでは解決出来ず、全体的な都

市計画で初めて解決出来るというような問題

も発生しました。

　さて、今回の大震災ですが、内陸部で地震

被害だけというケースもありますが、沿岸部

で津波の壊滅的な被害を受けた地域では、個

別的処理が可能な範囲を超えてしまっており

ます。津波で、建物ごと、隣どころか全然違

う所に流され、瓦礫になってしまっている。

こういう場合には、そもそも自分の土地が何

処であったかということも問題になり得る。

境界がはっきりしないとか、地盤沈下が酷く

海面下に沈んでしまったとか。元に戻ればい

いのですが、そのままとなりますと「海の一

部」ということで個人所有の土地ではなくな

ってしまう。こういう問題になって来ると個

別の話し合いでの解決は全く不可能です。

　そうすると、都市計画で「全体としてその

地域をどうやって再生させていくか」という

問題になって来るわけですが、都市計画上も

大きな問題があります。

　リアス式海岸地域では今後も津波対策が必

要です。国では、住居を高い地域にまとめ、

下の方に漁業等の産業施設を立地する対応策

を早い段階で打ち出しましたが、実施するに

は当然、住民には抵抗がありますから、コン

センサスをどう図るかが第一の問題になりま

す。また、大規模移転にはとんでもない費用

が掛かります。元々が指導した発想だと思う

のですが、費用が掛かりそうなので、最近、

国はおよび腰のような感じを受けます。国で

しっかりとした制度の枠組みを作り、費用の

面倒を見て上げないと、地域の再生は難しい

のではないかと思います。

　弁護士会のアピールをするわけではないの

ですが、今回の震災では、被災地域の東北は

当然として、関東、関西の弁護士会からも現地

にボランティアに多数行っています。

　具体的な相談内容ですが、初期の頃は「ど

うやって生きていくか」「どうやって生活し

て行ったら良いか」等、法律的な問題になり

にくい事が多かった。要するに「お金」「住

まい」の心配です。切実ですが、内容として

は抽象的なものに留まります。この段階では

むしろ、被災者の立場に立って気持ちを汲み

取ってあげる姿勢が重要だとされていました。

弔慰金、支援金制度の紹介等は普通は役所の

仕事です。今回は被災者に余裕も無く、自治

体自体も被災していたため、そこまで含めて

対応して欲しいという事でした。弁護士は〈給

付制度〉については普通、詳しく知らないの

で“アンチョコ”のようなものが弁護士会か

ら配布されました。時間が経って、だんだん

具体的な紛争、近隣間や借家の、法律的な要

素の強い問題が増えて来ています。

　日弁連では電話や現地開催による「無料法

律相談」を何度も開催して来ました。その「相

談内容の分析結果報告」が被災の状況を反映

しています。他に、被災した会社から解雇さ

れたという深刻な話もかなりありました。

　一番多かったのは「二重ローン」問題です。

住宅ローンの返済中に建物が倒壊。建て直す

ため新たなローンを組まなければならない。

地震保険を掛けていない世帯が多く、掛けて

いても必ず満額給付されるものでもないとい

う事があります。中小企業では工場や船舶が

使えなくなった状態でローンだけが残ってい

る。営業再開には、設備投資やそのための借

り入れを起さなければなりません。「２つのロ

ーンを同時に払わなければいけないのか？」

という問題です。

　阪神・淡路の時には法律は出来ませんでし

た。与野党の合意が出来ず進まないのですが、

今、協議中です。中小企業では〈機構〉を創り、

ローンを〈機構〉に売って、〈機構〉と企業で協

議するという方向でまとまりそうです。

「まともな状態で住めない借家で家賃を払わ

なければいけないのか？」という問題につい

て。「工作物責任」とは「建物の倒壊に対する

賠償責任はあるのか？」という問題です。「相

隣関係」とは「倒壊した建物が隣地に入って

しまった場合にどうなるのか？」等。

　これらは、今回の震災では不可抗力と考え

られますから、話し合い・調停による解決が

期待されています。

　岩手県の特徴は、沿岸部の壊滅的な津波被

害です。盛岡は「震度５強」で、被害は多くな

かった。「ローン」に関する相談が大きな割合

を占めています。「相続」の相談も多い。「行

方不明の方がどうなるのか？」。市街地の被

災が大きくないので「相隣関係」は多くあり

ません。

　宮城県の特徴は、沿岸部の津波被害と仙台

中心部で「震度６強」から「７」の被害があ

り、「借家」「工作物責任」「相隣関係」の相

談が突出して多いです。「ローン」の問題が多

く、延滞が増え、金融機関の救済も急務です。

事業所が壊滅的被害を受け、「労働関係」の相

談も相当あります。

　福島県の特徴は、沿岸部の津波被害と原発

被害。避難、放射性物質、被害が継続中と、

問題に特殊性があります。建物が滅失したわ

けではなく、住めない状態。「ローン」問題が

多いですが「住めないのに住宅ローンを払わ

なければならないのか？」という事です。避

難されている人が全国に分散しているため、

情報提供が行えないという問題も指摘されて

います。「震度６」の郡山・いわきでは「工作

物責任」「相隣関係」「借家」問題があります。

　最後に、原発被害の関係を簡単にお話した

いと思います。

　東電に賠償請求は可能でも、全員が請求す

れば東電は確実に倒産します。そうすると東

電からの支払いは受けられない、すぐには払

えない、一部の支払いしか受けられない等で、

被害者の救済が不十分になります。東電の体

質も大きな問題がある。これだけの大きな被

害を与えたのですから、誠実に対応するのは

当たり前だと思うのですが、「原子力損害賠償

紛争審査会で決まっていない」とか言って（一

時金の支払いを）拒否したという事例があり

ました。東電に全額支払う能力はありません

から、被害者救済のための法的枠組みをしっ

かりしないと救済が出来ないという事になり

ます。

　最近、「原子力損害賠償支援機構法」と「原

子力事故による被害に係る緊急措置に関する

法律（仮払い法）」が成立しました。

「支援機構法」は〈機構〉を創って、東電に融資、

賠償の支払いを支援していくものです。

「仮払い法」は国が賠償金の半額以上を立て

替えて被害者を救済する制度だそうですが、

国にもお金がありませんから、どのような対

応になるのかよく分からないところがありま

す。

　私は東電には「会社更生」が望ましいと思っ

ております。役員の責任追及と、株式も価値

が無いなら全額「０」（株主責任）にする等の

対応が望ましいと思います。担保付の社債が

かなり発行されておりますから、社債は一般

の賠償請求権より順位が先。支払いの優先順

位は、社債を完済し、その後、賠償請求権の

支払いとなりますので、被害者の一部しか救

済出来ないという事になって来ます。「その

後はどうするのか？」という事になりますと、

「国がどこまで面倒を見られるのか？」とい

う事になり、結局、東電を“生かさず殺さず”

という対応しかないのかなという感じがして

おります。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 中里（昌）君、中里（忠）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

晴

むらさんの日本縦断漫遊記

村里泰由様 株式会社 三協建設  会長

会　員　数 当　　日
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卓 話「これからの
　　　  クラブ奉仕のあり方」

山口  茂様

卓 話「すぐに役立つ英語教室」
飯能市国際交流委員会
理事 濱田裕司様

卓 話「東日本大震災の支援活動」
行田ロータリークラブ
前年度災害支援委員長 鈴木貫大様

卓 話「新世代月間にちなんで」
地区新世代部門委員長

地区クラブ奉仕部門委員長

（東松山むさしＲＣ）
野口健吉様
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平成２３年９月のプログラム
（月間テーマ  新世代のための月間）
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飯能ＲＣ 土屋良一 会員



・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　土屋良一会員�

【会長報告】

　立原ガバナー公式訪問には終了後の懇親会

まで多数残って頂き有難うございました。ガ

バナーから御礼の手紙が届いております。

　８／６（土）熊谷での職業奉仕部門セミナーに

半田直前会長、小谷野委員長、山岸〔地区〕高

校生社会体験活動委員、私で出席。講師の尼

崎西ＲＣパストガバナー：田中氏（眼科医）は、

ロータリーの〈奉仕の理念〉に大変感銘され、

その理念“He profits most who serves best”

を創ったシェルドンの著作をＲＩ本部、米国

国会図書館まで行き１００冊位の中から５０冊

まで集め、翻訳されています。尼崎で「源流の

会」を立ち上げ、訳したものをＨＰ上でアーカ

イブスとして公開。現在７８才ですが「また

別の本が見つかったよ」と米国から連絡が来

ると、すぐに手に入れて翻訳されています。

　ＲＣの始まった１９０５年当時は米国経済も

どんどん伸びていて、資本家／会社経営者が

労働者を搾取しながら利益を出した、少しモ

ラルの無い時代でした。当初、ロータリアン

同士の親睦もそうですが、お互いの仕事を紹

介したり、「俺と仕事をしろ」という事で始まり、

クラブによってはどれだけ取引きがあったか

を報告したそうです。シェルドン等はそれだ

けでは物足らず、ＲＣのレベルを上げようと

いう事で〈奉仕の理念〉を考えたそうです。

　当日売っていた田中氏の本を、山岸委員か

ら「読め」という事で買って頂きましたので、

良いところを一部紹介します。�

「シェルドンの奉仕理念は、継続的な事業の

発展を得るためには自分の儲けを優先するの

ではなく、自分の職業を通じて社会に貢献す

るという意図を持って事業を営み、すなわち、

会社経営を経営学の実践だと捉え、原理原則

に基づいた企業経営をすべきだと考えました。

更に、良好な労働環境を提供するのは資本家

の責務であると考え、資本家が利益を独占す

るのではなくて、従業員や取引きに関係する

人達と適正に配分する事が、継続的に利益を

得る方法だと考えた」という事です。

　こういった、時代を先取りした経営哲学が

ロータリーに影響を与え、ロータリーが大い

に伸びた原因となったそうです。ご興味のあ

る方は山岸委員にお聞きになるか、Ｗｅｂで

調べて勉強して頂きたいと思います。

　

【幹事報告】

・本日、第３回役員会。前回議事録確認、９

　月プログラム承認。ＩＭ（2月）への実行委員

　１名の推薦依頼「入会３年前後でＰＣ出来

　る方」に、前島会員を推薦、承認。地区大会

　記念ゴルフ大会９／２０霞ヶ関カントリー、

　飯能から１組４名参加。ライオンズクラブ

　主催チャリティーゴルフ９／１２飯能ゴルフ、

　飯能から１組参加。森先生を偲ぶゴルフ会

　９／２２飯能グリーン、有志参加。

・協賛金依頼：西川材フェア実行委員会１万円、

　飯能まつり協賛会５万円、青少年育成飯能

　市民会議１万円、例年通りで承認。

・各クラブより週報�

【委員会報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　先日、熊谷まで４人で行って参りました。

田代職奉委員長より「『我等のなりわい』原稿

作成のお願い」２～５名の依頼。内容は「長

寿企業」「過去に困難な状況を克服した企業」

「創業者の経営ポリシーの引継ぎと改善に取

り組んでいる企業」「職業倫理の遵守に取り

組んでいる／悩んでいる企業」です。是非ご

希望を言って下さい。またはお願いに行きます。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　８／２４第１回夜間例会（大松閣）には４７名、

事務局含め４９名の参加。有難うございます。

飯能駅南口にバス１号車は１７：００、２号車

は１７：２０配車。１７：３０より遅れた方は路線

バス、タクシーでお願いします。

　森先生を偲ぶゴルフ大会を９／２２（木）大崎

会員の協力で飯能グリーンで開催します。特

別料金１４，８００円。８／３１〆切。

◎「森和夫記念ゴルフ大会」について　石井君

　森先生というのは多才な方で、飯能には稀な、

いろいろな分野でご活躍、ロータリーでも御

意見番のような事もやって頂きました。あれ

だけの人はなかなか出て来ないのではないか

なと私自身は思うのですが、思い出を残す意

味で「記念ゴルフ会」のような事をやりたいと

話しましたところ多くの方に賛同頂きました。

是非、参加頂き「メモリアルゴルフ」を長く

続けて行きたいと思いますのでよろしくお願

い致します。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　増島君

【Ｍ　　Ｕ】

８／６（ガバナー）吉島君、小谷野君

　　　　　　　　山岸君、半田君

８／９（日高）和泉君

【結婚・誕生日祝】　　　　　　　　  塩野君

◇入会記念日おめでとう�

　大木君、橋本君、増島君、田辺君、和泉君

　小川君、土屋（崇）君、小谷野君、吉田（行）君

　吉澤君、中里（忠）君、大崎君

◇会員誕生日おめでとう�

　１１小谷野君、２２吉澤君、２５吉田（健）君

　２６高橋君

◇夫人誕生日おめでとう�

　３市川（昭）夫人、１１中里（忠）夫人

　１５小崎夫人、２１小谷野夫人、２４大野夫人

　２６山川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・土屋良一先生、卓話宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　  神田（敬）君、大野君�

・３３年目の入会記念日です。　　　 橋本君�

・入会記念日祝、有難うございます。

　　田辺君、和泉君、土屋（崇）君、吉田（行）君

　　吉澤君�

・入会１０年になりました。今後とも宜しく

　お願い致します。　　　　　　　小谷野君�

・誕生日。７５才になりました。   吉田（健）君�

・誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　吉澤君、高橋君、小谷野君�

・家内の誕生日祝、有難うございます。

　　山川君、小崎君、中里（忠）君、小谷野君

　　大野君�

・先日は遅刻しました。　　　　　　大野君�

本日計４８，０００円、累計額２３０，５００円。

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　Ｓ５０年３月、東北大学法学部卒業（Ｓ４９年、

現役で弁護士資格取得）。Ｓ５２年、弁護士登

録（都内の法律事務所に勤務）。Ｈ２年２月、

土屋法律事務所を開業。飯能簡易裁判所調停

員、飯能市／日高市の個人情報保護審議会会

長、埼玉県裁判所川越支部借地非訟鑑定員。

「罹災都市借地借家臨時

処理法」は、今回の震災

にも当然適用があると考

えていました。元は、戦

後の焼け野原に借家人が

バラックを建てた状態を

保護する法律で、阪神・

淡路大震災に適用され、

かなり混乱を引き起こしたわけですが、今回

の大震災には適用されないようです。

　日弁連の講演資料「相談の事例の分析」が

被災状況を反映しているという事なので、今

日はこれを基にお話させて頂きます。残念な

がら私は被災者の方の法律相談を受けた事は

ありませんので、大した話は出来ないかもし

れませんが。

　一般の地震災害で問題になりそうなのは、

建物が隣地に倒壊、屋根瓦が隣地に飛んで行

く等です。「震度５」位では不可抗力と言えず、

所有者は隣地から自分の費用で引き取らなけ

ればならない。損害賠償責任も負います。と

ころが「震度６」位になると不可抗力と見られ、

所有者は別に元に戻す義務は負わない事にな

る。ではどういう事になるのか。結局、隣地

の所有者同士で、話し合いで解決せざるを得

ない。

　このように、従前の地震では、地権者同士

が話をして個別に解決するというのが可能な

ケースが殆どでした。ところが、阪神・淡路

クラスになると、中には大規模な被害が出て、

個別的話し合いでは解決出来ず、全体的な都

市計画で初めて解決出来るというような問題

も発生しました。

　さて、今回の大震災ですが、内陸部で地震

被害だけというケースもありますが、沿岸部

で津波の壊滅的な被害を受けた地域では、個

別的処理が可能な範囲を超えてしまっており

ます。津波で、建物ごと、隣どころか全然違

う所に流され、瓦礫になってしまっている。

こういう場合には、そもそも自分の土地が何

処であったかということも問題になり得る。

境界がはっきりしないとか、地盤沈下が酷く

海面下に沈んでしまったとか。元に戻ればい

いのですが、そのままとなりますと「海の一

部」ということで個人所有の土地ではなくな

ってしまう。こういう問題になって来ると個

別の話し合いでの解決は全く不可能です。

　そうすると、都市計画で「全体としてその

地域をどうやって再生させていくか」という

問題になって来るわけですが、都市計画上も

大きな問題があります。

　リアス式海岸地域では今後も津波対策が必

要です。国では、住居を高い地域にまとめ、

下の方に漁業等の産業施設を立地する対応策

を早い段階で打ち出しましたが、実施するに

は当然、住民には抵抗がありますから、コン

センサスをどう図るかが第一の問題になりま

す。また、大規模移転にはとんでもない費用

が掛かります。元々が指導した発想だと思う

のですが、費用が掛かりそうなので、最近、

国はおよび腰のような感じを受けます。国で

しっかりとした制度の枠組みを作り、費用の

面倒を見て上げないと、地域の再生は難しい

のではないかと思います。

　弁護士会のアピールをするわけではないの

ですが、今回の震災では、被災地域の東北は

当然として、関東、関西の弁護士会からも現地

にボランティアに多数行っています。

　具体的な相談内容ですが、初期の頃は「ど

うやって生きていくか」「どうやって生活し

て行ったら良いか」等、法律的な問題になり

にくい事が多かった。要するに「お金」「住

まい」の心配です。切実ですが、内容として

は抽象的なものに留まります。この段階では

むしろ、被災者の立場に立って気持ちを汲み

取ってあげる姿勢が重要だとされていました。

弔慰金、支援金制度の紹介等は普通は役所の

仕事です。今回は被災者に余裕も無く、自治

体自体も被災していたため、そこまで含めて

対応して欲しいという事でした。弁護士は〈給

付制度〉については普通、詳しく知らないの

で“アンチョコ”のようなものが弁護士会か

ら配布されました。時間が経って、だんだん

具体的な紛争、近隣間や借家の、法律的な要

素の強い問題が増えて来ています。

　日弁連では電話や現地開催による「無料法

律相談」を何度も開催して来ました。その「相

談内容の分析結果報告」が被災の状況を反映

しています。他に、被災した会社から解雇さ

れたという深刻な話もかなりありました。

　一番多かったのは「二重ローン」問題です。

住宅ローンの返済中に建物が倒壊。建て直す

ため新たなローンを組まなければならない。

地震保険を掛けていない世帯が多く、掛けて

いても必ず満額給付されるものでもないとい

う事があります。中小企業では工場や船舶が

使えなくなった状態でローンだけが残ってい

る。営業再開には、設備投資やそのための借

り入れを起さなければなりません。「２つのロ

ーンを同時に払わなければいけないのか？」

という問題です。

　阪神・淡路の時には法律は出来ませんでし

た。与野党の合意が出来ず進まないのですが、

今、協議中です。中小企業では〈機構〉を創り、

ローンを〈機構〉に売って、〈機構〉と企業で協

議するという方向でまとまりそうです。

「まともな状態で住めない借家で家賃を払わ

なければいけないのか？」という問題につい

て。「工作物責任」とは「建物の倒壊に対する

賠償責任はあるのか？」という問題です。「相

隣関係」とは「倒壊した建物が隣地に入って

しまった場合にどうなるのか？」等。

　これらは、今回の震災では不可抗力と考え

られますから、話し合い・調停による解決が

期待されています。

　岩手県の特徴は、沿岸部の壊滅的な津波被

害です。盛岡は「震度５強」で、被害は多くな

かった。「ローン」に関する相談が大きな割合

を占めています。「相続」の相談も多い。「行

方不明の方がどうなるのか？」。市街地の被

災が大きくないので「相隣関係」は多くあり

ません。

　宮城県の特徴は、沿岸部の津波被害と仙台

中心部で「震度６強」から「７」の被害があ

り、「借家」「工作物責任」「相隣関係」の相

談が突出して多いです。「ローン」の問題が多

く、延滞が増え、金融機関の救済も急務です。

事業所が壊滅的被害を受け、「労働関係」の相

談も相当あります。

　福島県の特徴は、沿岸部の津波被害と原発

被害。避難、放射性物質、被害が継続中と、

問題に特殊性があります。建物が滅失したわ

けではなく、住めない状態。「ローン」問題が

多いですが「住めないのに住宅ローンを払わ

なければならないのか？」という事です。避

難されている人が全国に分散しているため、

情報提供が行えないという問題も指摘されて

います。「震度６」の郡山・いわきでは「工作

物責任」「相隣関係」「借家」問題があります。

　最後に、原発被害の関係を簡単にお話した

いと思います。

　東電に賠償請求は可能でも、全員が請求す

れば東電は確実に倒産します。そうすると東

電からの支払いは受けられない、すぐには払

えない、一部の支払いしか受けられない等で、

被害者の救済が不十分になります。東電の体

質も大きな問題がある。これだけの大きな被

害を与えたのですから、誠実に対応するのは

当たり前だと思うのですが、「原子力損害賠償

紛争審査会で決まっていない」とか言って（一

時金の支払いを）拒否したという事例があり

ました。東電に全額支払う能力はありません

から、被害者救済のための法的枠組みをしっ

かりしないと救済が出来ないという事になり

ます。

　最近、「原子力損害賠償支援機構法」と「原

子力事故による被害に係る緊急措置に関する

法律（仮払い法）」が成立しました。

「支援機構法」は〈機構〉を創って、東電に融資、

賠償の支払いを支援していくものです。

「仮払い法」は国が賠償金の半額以上を立て

替えて被害者を救済する制度だそうですが、

国にもお金がありませんから、どのような対

応になるのかよく分からないところがありま

す。

　私は東電には「会社更生」が望ましいと思っ

ております。役員の責任追及と、株式も価値

が無いなら全額「０」（株主責任）にする等の

対応が望ましいと思います。担保付の社債が

かなり発行されておりますから、社債は一般

の賠償請求権より順位が先。支払いの優先順

位は、社債を完済し、その後、賠償請求権の

支払いとなりますので、被害者の一部しか救

済出来ないという事になって来ます。「その

後はどうするのか？」という事になりますと、

「国がどこまで面倒を見られるのか？」とい

う事になり、結局、東電を“生かさず殺さず”

という対応しかないのかなという感じがして

おります。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 中里（昌）君、中里（忠）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

晴

むらさんの日本縦断漫遊記

村里泰由様 株式会社 三協建設  会長

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

卓 話「 大 震 災 と 法 」

飯能ＲＣ 土屋良一会員

第２４５１　例会
８月１０日（２、水）
当番　中里（昌）君、中里（忠）君

土屋（良）君
田 辺 君

高 橋 君
土屋（崇）君

田 中 君
吉田（健）君

矢島（巌）君
山 崎 君

月   日
当　番

［担当委員会］
例会数 行　事　予　定

．　９

．９

．９

．

　７

１４

２１

２８９

２，４５５

２，４５６

２，４５７

２，４５８

小 川 君
大 野 君

［新世代］

大 崎 君
齋 藤 君

［社会奉仕］

島 田 君
杉 田 君

塩 野 君
土屋（良）君
［クラブ奉仕］

卓 話「これからの
　　　  クラブ奉仕のあり方」

山口  茂様

卓 話「すぐに役立つ英語教室」
飯能市国際交流委員会
理事 濱田裕司様

卓 話「東日本大震災の支援活動」
行田ロータリークラブ
前年度災害支援委員長 鈴木貫大様

卓 話「新世代月間にちなんで」
地区新世代部門委員長

地区クラブ奉仕部門委員長

（東松山むさしＲＣ）
野口健吉様

［プログラム］

平成２３年９月のプログラム
（月間テーマ  新世代のための月間）

大 震 災 と 法

飯能ＲＣ 土屋良一 会員



・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　土屋良一会員�

【会長報告】

　立原ガバナー公式訪問には終了後の懇親会

まで多数残って頂き有難うございました。ガ

バナーから御礼の手紙が届いております。

　８／６（土）熊谷での職業奉仕部門セミナーに

半田直前会長、小谷野委員長、山岸〔地区〕高

校生社会体験活動委員、私で出席。講師の尼

崎西ＲＣパストガバナー：田中氏（眼科医）は、

ロータリーの〈奉仕の理念〉に大変感銘され、

その理念“He profits most who serves best”

を創ったシェルドンの著作をＲＩ本部、米国

国会図書館まで行き１００冊位の中から５０冊

まで集め、翻訳されています。尼崎で「源流の

会」を立ち上げ、訳したものをＨＰ上でアーカ

イブスとして公開。現在７８才ですが「また

別の本が見つかったよ」と米国から連絡が来

ると、すぐに手に入れて翻訳されています。

　ＲＣの始まった１９０５年当時は米国経済も

どんどん伸びていて、資本家／会社経営者が

労働者を搾取しながら利益を出した、少しモ

ラルの無い時代でした。当初、ロータリアン

同士の親睦もそうですが、お互いの仕事を紹

介したり、「俺と仕事をしろ」という事で始まり、

クラブによってはどれだけ取引きがあったか

を報告したそうです。シェルドン等はそれだ

けでは物足らず、ＲＣのレベルを上げようと

いう事で〈奉仕の理念〉を考えたそうです。

　当日売っていた田中氏の本を、山岸委員か

ら「読め」という事で買って頂きましたので、

良いところを一部紹介します。�

「シェルドンの奉仕理念は、継続的な事業の

発展を得るためには自分の儲けを優先するの

ではなく、自分の職業を通じて社会に貢献す

るという意図を持って事業を営み、すなわち、

会社経営を経営学の実践だと捉え、原理原則

に基づいた企業経営をすべきだと考えました。

更に、良好な労働環境を提供するのは資本家

の責務であると考え、資本家が利益を独占す

るのではなくて、従業員や取引きに関係する

人達と適正に配分する事が、継続的に利益を

得る方法だと考えた」という事です。

　こういった、時代を先取りした経営哲学が

ロータリーに影響を与え、ロータリーが大い

に伸びた原因となったそうです。ご興味のあ

る方は山岸委員にお聞きになるか、Ｗｅｂで

調べて勉強して頂きたいと思います。

　

【幹事報告】

・本日、第３回役員会。前回議事録確認、９

　月プログラム承認。ＩＭ（2月）への実行委員

　１名の推薦依頼「入会３年前後でＰＣ出来

　る方」に、前島会員を推薦、承認。地区大会

　記念ゴルフ大会９／２０霞ヶ関カントリー、

　飯能から１組４名参加。ライオンズクラブ

　主催チャリティーゴルフ９／１２飯能ゴルフ、

　飯能から１組参加。森先生を偲ぶゴルフ会

　９／２２飯能グリーン、有志参加。

・協賛金依頼：西川材フェア実行委員会１万円、

　飯能まつり協賛会５万円、青少年育成飯能

　市民会議１万円、例年通りで承認。

・各クラブより週報�

【委員会報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　先日、熊谷まで４人で行って参りました。

田代職奉委員長より「『我等のなりわい』原稿

作成のお願い」２～５名の依頼。内容は「長

寿企業」「過去に困難な状況を克服した企業」

「創業者の経営ポリシーの引継ぎと改善に取

り組んでいる企業」「職業倫理の遵守に取り

組んでいる／悩んでいる企業」です。是非ご

希望を言って下さい。またはお願いに行きます。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　８／２４第１回夜間例会（大松閣）には４７名、

事務局含め４９名の参加。有難うございます。

飯能駅南口にバス１号車は１７：００、２号車

は１７：２０配車。１７：３０より遅れた方は路線

バス、タクシーでお願いします。

　森先生を偲ぶゴルフ大会を９／２２（木）大崎

会員の協力で飯能グリーンで開催します。特

別料金１４，８００円。８／３１〆切。

◎「森和夫記念ゴルフ大会」について　石井君

　森先生というのは多才な方で、飯能には稀な、

いろいろな分野でご活躍、ロータリーでも御

意見番のような事もやって頂きました。あれ

だけの人はなかなか出て来ないのではないか

なと私自身は思うのですが、思い出を残す意

味で「記念ゴルフ会」のような事をやりたいと

話しましたところ多くの方に賛同頂きました。

是非、参加頂き「メモリアルゴルフ」を長く

続けて行きたいと思いますのでよろしくお願

い致します。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　増島君

【Ｍ　　Ｕ】

８／６（ガバナー）吉島君、小谷野君

　　　　　　　　山岸君、半田君

８／９（日高）和泉君

【結婚・誕生日祝】　　　　　　　　  塩野君

◇入会記念日おめでとう�

　大木君、橋本君、増島君、田辺君、和泉君

　小川君、土屋（崇）君、小谷野君、吉田（行）君

　吉澤君、中里（忠）君、大崎君

◇会員誕生日おめでとう�

　１１小谷野君、２２吉澤君、２５吉田（健）君

　２６高橋君

◇夫人誕生日おめでとう�

　３市川（昭）夫人、１１中里（忠）夫人

　１５小崎夫人、２１小谷野夫人、２４大野夫人

　２６山川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・土屋良一先生、卓話宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　  神田（敬）君、大野君�

・３３年目の入会記念日です。　　　 橋本君�

・入会記念日祝、有難うございます。

　　田辺君、和泉君、土屋（崇）君、吉田（行）君

　　吉澤君�

・入会１０年になりました。今後とも宜しく

　お願い致します。　　　　　　　小谷野君�

・誕生日。７５才になりました。   吉田（健）君�

・誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　吉澤君、高橋君、小谷野君�

・家内の誕生日祝、有難うございます。

　　山川君、小崎君、中里（忠）君、小谷野君

　　大野君�

・先日は遅刻しました。　　　　　　大野君�

本日計４８，０００円、累計額２３０，５００円。

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　Ｓ５０年３月、東北大学法学部卒業（Ｓ４９年、

現役で弁護士資格取得）。Ｓ５２年、弁護士登

録（都内の法律事務所に勤務）。Ｈ２年２月、

土屋法律事務所を開業。飯能簡易裁判所調停

員、飯能市／日高市の個人情報保護審議会会

長、埼玉県裁判所川越支部借地非訟鑑定員。

「罹災都市借地借家臨時

処理法」は、今回の震災

にも当然適用があると考

えていました。元は、戦

後の焼け野原に借家人が

バラックを建てた状態を

保護する法律で、阪神・

淡路大震災に適用され、

かなり混乱を引き起こしたわけですが、今回

の大震災には適用されないようです。

　日弁連の講演資料「相談の事例の分析」が

被災状況を反映しているという事なので、今

日はこれを基にお話させて頂きます。残念な

がら私は被災者の方の法律相談を受けた事は

ありませんので、大した話は出来ないかもし

れませんが。

　一般の地震災害で問題になりそうなのは、

建物が隣地に倒壊、屋根瓦が隣地に飛んで行

く等です。「震度５」位では不可抗力と言えず、

所有者は隣地から自分の費用で引き取らなけ

ればならない。損害賠償責任も負います。と

ころが「震度６」位になると不可抗力と見られ、

所有者は別に元に戻す義務は負わない事にな

る。ではどういう事になるのか。結局、隣地

の所有者同士で、話し合いで解決せざるを得

ない。

　このように、従前の地震では、地権者同士

が話をして個別に解決するというのが可能な

ケースが殆どでした。ところが、阪神・淡路

クラスになると、中には大規模な被害が出て、

個別的話し合いでは解決出来ず、全体的な都

市計画で初めて解決出来るというような問題

も発生しました。

　さて、今回の大震災ですが、内陸部で地震

被害だけというケースもありますが、沿岸部

で津波の壊滅的な被害を受けた地域では、個

別的処理が可能な範囲を超えてしまっており

ます。津波で、建物ごと、隣どころか全然違

う所に流され、瓦礫になってしまっている。

こういう場合には、そもそも自分の土地が何

処であったかということも問題になり得る。

境界がはっきりしないとか、地盤沈下が酷く

海面下に沈んでしまったとか。元に戻ればい

いのですが、そのままとなりますと「海の一

部」ということで個人所有の土地ではなくな

ってしまう。こういう問題になって来ると個

別の話し合いでの解決は全く不可能です。

　そうすると、都市計画で「全体としてその

地域をどうやって再生させていくか」という

問題になって来るわけですが、都市計画上も

大きな問題があります。

　リアス式海岸地域では今後も津波対策が必

要です。国では、住居を高い地域にまとめ、

下の方に漁業等の産業施設を立地する対応策

を早い段階で打ち出しましたが、実施するに

は当然、住民には抵抗がありますから、コン

センサスをどう図るかが第一の問題になりま

す。また、大規模移転にはとんでもない費用

が掛かります。元々が指導した発想だと思う

のですが、費用が掛かりそうなので、最近、

国はおよび腰のような感じを受けます。国で

しっかりとした制度の枠組みを作り、費用の

面倒を見て上げないと、地域の再生は難しい

のではないかと思います。

　弁護士会のアピールをするわけではないの

ですが、今回の震災では、被災地域の東北は

当然として、関東、関西の弁護士会からも現地

にボランティアに多数行っています。

　具体的な相談内容ですが、初期の頃は「ど

うやって生きていくか」「どうやって生活し

て行ったら良いか」等、法律的な問題になり

にくい事が多かった。要するに「お金」「住

まい」の心配です。切実ですが、内容として

は抽象的なものに留まります。この段階では

むしろ、被災者の立場に立って気持ちを汲み

取ってあげる姿勢が重要だとされていました。

弔慰金、支援金制度の紹介等は普通は役所の

仕事です。今回は被災者に余裕も無く、自治

体自体も被災していたため、そこまで含めて

対応して欲しいという事でした。弁護士は〈給

付制度〉については普通、詳しく知らないの

で“アンチョコ”のようなものが弁護士会か

ら配布されました。時間が経って、だんだん

具体的な紛争、近隣間や借家の、法律的な要

素の強い問題が増えて来ています。

　日弁連では電話や現地開催による「無料法

律相談」を何度も開催して来ました。その「相

談内容の分析結果報告」が被災の状況を反映

しています。他に、被災した会社から解雇さ

れたという深刻な話もかなりありました。

　一番多かったのは「二重ローン」問題です。

住宅ローンの返済中に建物が倒壊。建て直す

ため新たなローンを組まなければならない。

地震保険を掛けていない世帯が多く、掛けて

いても必ず満額給付されるものでもないとい

う事があります。中小企業では工場や船舶が

使えなくなった状態でローンだけが残ってい

る。営業再開には、設備投資やそのための借

り入れを起さなければなりません。「２つのロ

ーンを同時に払わなければいけないのか？」

という問題です。

　阪神・淡路の時には法律は出来ませんでし

た。与野党の合意が出来ず進まないのですが、

今、協議中です。中小企業では〈機構〉を創り、

ローンを〈機構〉に売って、〈機構〉と企業で協

議するという方向でまとまりそうです。

「まともな状態で住めない借家で家賃を払わ

なければいけないのか？」という問題につい

て。「工作物責任」とは「建物の倒壊に対する

賠償責任はあるのか？」という問題です。「相

隣関係」とは「倒壊した建物が隣地に入って

しまった場合にどうなるのか？」等。

　これらは、今回の震災では不可抗力と考え

られますから、話し合い・調停による解決が

期待されています。

　岩手県の特徴は、沿岸部の壊滅的な津波被

害です。盛岡は「震度５強」で、被害は多くな

かった。「ローン」に関する相談が大きな割合

を占めています。「相続」の相談も多い。「行

方不明の方がどうなるのか？」。市街地の被

災が大きくないので「相隣関係」は多くあり

ません。

　宮城県の特徴は、沿岸部の津波被害と仙台

中心部で「震度６強」から「７」の被害があ

り、「借家」「工作物責任」「相隣関係」の相

談が突出して多いです。「ローン」の問題が多

く、延滞が増え、金融機関の救済も急務です。

事業所が壊滅的被害を受け、「労働関係」の相

談も相当あります。

　福島県の特徴は、沿岸部の津波被害と原発

被害。避難、放射性物質、被害が継続中と、

問題に特殊性があります。建物が滅失したわ

けではなく、住めない状態。「ローン」問題が

多いですが「住めないのに住宅ローンを払わ

なければならないのか？」という事です。避

難されている人が全国に分散しているため、

情報提供が行えないという問題も指摘されて

います。「震度６」の郡山・いわきでは「工作

物責任」「相隣関係」「借家」問題があります。

　最後に、原発被害の関係を簡単にお話した

いと思います。

　東電に賠償請求は可能でも、全員が請求す

れば東電は確実に倒産します。そうすると東

電からの支払いは受けられない、すぐには払

えない、一部の支払いしか受けられない等で、

被害者の救済が不十分になります。東電の体

質も大きな問題がある。これだけの大きな被

害を与えたのですから、誠実に対応するのは

当たり前だと思うのですが、「原子力損害賠償

紛争審査会で決まっていない」とか言って（一

時金の支払いを）拒否したという事例があり

ました。東電に全額支払う能力はありません

から、被害者救済のための法的枠組みをしっ

かりしないと救済が出来ないという事になり

ます。

　最近、「原子力損害賠償支援機構法」と「原

子力事故による被害に係る緊急措置に関する

法律（仮払い法）」が成立しました。

「支援機構法」は〈機構〉を創って、東電に融資、

賠償の支払いを支援していくものです。

「仮払い法」は国が賠償金の半額以上を立て

替えて被害者を救済する制度だそうですが、

国にもお金がありませんから、どのような対

応になるのかよく分からないところがありま

す。

　私は東電には「会社更生」が望ましいと思っ

ております。役員の責任追及と、株式も価値

が無いなら全額「０」（株主責任）にする等の

対応が望ましいと思います。担保付の社債が

かなり発行されておりますから、社債は一般

の賠償請求権より順位が先。支払いの優先順

位は、社債を完済し、その後、賠償請求権の

支払いとなりますので、被害者の一部しか救

済出来ないという事になって来ます。「その

後はどうするのか？」という事になりますと、

「国がどこまで面倒を見られるのか？」とい

う事になり、結局、東電を“生かさず殺さず”

という対応しかないのかなという感じがして

おります。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 中里（昌）君、中里（忠）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

晴

むらさんの日本縦断漫遊記

村里泰由様 株式会社 三協建設  会長

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

土屋（良）君
田 辺 君

高 橋 君
土屋（崇）君

田 中 君
吉田（健）君

矢島（巌）君
山 崎 君

月   日
当　番

［担当委員会］
例会数 行　事　予　定

．　

．

．

．

小 川 君
大 野 君

［新世代］

大 崎 君
齋 藤 君

［社会奉仕］

島 田 君
杉 田 君

塩 野 君
土屋（良）君
［クラブ奉仕］

卓 話「これからの
　　　  クラブ奉仕のあり方」

山口  茂様

卓 話「すぐに役立つ英語教室」
飯能市国際交流委員会
理事 濱田裕司様

卓 話「東日本大震災の支援活動」
行田ロータリークラブ
前年度災害支援委員長 鈴木貫大様

卓 話「新世代月間にちなんで」
地区新世代部門委員長

地区クラブ奉仕部門委員長

（東松山むさしＲＣ）
野口健吉様

［プログラム］

平成２３年９月のプログラム
（月間テーマ  新世代のための月間）

大 震 災 と 法

飯能ＲＣ 土屋良一 会員


