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死刑囚の手記の一節を紹介します。

（手記の内容は割愛させて|頁きます｡）

さて、皆さん御存知のように、死刑の執行は法務

大臣の命令によって

① ，ﾄl1決確定の日から6ヶ月以内に、 これをしなけ

ればならない。

①法務大臣が死刑の執行を命じた時は、 5日以内

に執行しなければならない。

①心神喪失状態にある1i寺、また、女子が懐胎して

いる時は、法務大臣の命令によって執行を停止す

る。心神喪失が治癒した時、また、出産後は法務

大臣の命令がなければ執行することが出来ない。

これは、最終的には法務大臣が命令書にサインし

て執行される。

①しかも、死刑を執行する時は、心情の安定して

いる時に行う。

死刑執行数は、年間2桁で推移、多い年では20~

30人と、大量処刑されていた時期もありました。

罪人の死で、様牲者の死を償えるものなのか。ま

た、死刑制度を廃止して、社会の安全を保てるのか。

殺人者の人権よりも、辿族の事を考えねばならない。

死刑は累犯防止の保証となっている。いずれにして

も、死刑の是非論は、全く雌しい問題であります。

過族が犯人に報復出来ない以上、国家が代わって

極刑を科すしかない。被害者や被害者の過族の立場

になれば、死刑廃止とは言えない。

しかし、 1980年前後に、財田川事件、免田邪件など、

死刑囚の再審請求が認められ、無罪判決が相次いで

出され冤罪だった場合、誤判をどう防ぐかも問題で

あります。

今後、 日本が死刑存続、廃｣lﾆどちらの道を進むの

か、まだまだ時間のかかる問題であります《，現在、

日本では無期懲役の場合、仮出獄が出来るのですが、

外国のように一生出獄させない終身刑で罪を償うよ

うな制度にする事も考えられます。皆さんは、どう

お考えでしょうか。アメリカの死刑の記事を見まし

て話をさせて頂きました。
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囹"奉仕の理想”

囮出席報告

会員 69(62)名

出席率 7581%

前々回 7月3日

出席 47名

(修正出席率)100%

谷口副幹事報告

1 . 7月28日(土)夏季家族会は31日（火）の例会変更

で次回例会24日（火）は通常例会となりますので、

お間違いのないようお願い致します。

2．次回例会終了後、理事役員会を開催致しますの

で理事役員の方はお残り下さい。
へ

’ 笹野会長挨拶

6月ll日にアメリカで連邦ビル爆破覗件の主犯、

ティモシー・マクベイ死刑囚の刑が執行されました。

薬物を注射され息絶える様子が、遺族ら250人以上に

特別中継され、辿族が「目を開いたまま絶命した」

などと発言している、生々しいショッキングな記事

を見ました。

世界で死刑を執行している国は、主にアメリカ、

日本、中国、 イスラエルであります。その中でも先

進国と言われる、アメリカ、 日本に死刑を廃止しよ

うという気運はありません。しかし、アメリカは50

州の内、 12州は死刑廃止を決定しているので、先進

国の独立国としては、 日本だけが唯一の死刑執行国

なのです。

そこで、どのように死刑執行が行われるか、ある
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’’ クラブフォーラム
ニコボックスは社会奉仕・国際奉仕の貴重な資源

となります。何卒皆様のご理解とご協力をお願いし

ます。

私は、 ドイツ、香港、ハワイ、バンコクなどのRC

にも出席しましたが、外国は日本のような静かな会

合ではなく 、 ワイワイガヤガヤとしており、ニコ

ボックスもラフなスタイルで皆積極的であった印象

を持ちました。

圏鈴木(理)会場設営委員長

一年間楽しい例会を開催する為、 SAAのご指導の

もと例会場の設営・整備・進行等の準備を怠らない

よう努めますが、形式的なことは不慣れで時には

レールより少しはずれても笑ってお許し頂きたいと

思います。

例会場へは12時25分に入って頂き、 30分に点鐘・

ロータリーソング後、食事を始めて頂き、 45分より

委員会報告・幹事報告・会長挨拶と進め1時よりプ

ログラム委員会(魅力あるスピーチ)の協力を頂き、

皆さんが例会中、お休みの時間が無くなるよう努め

たいと存じます。

例会中の禁煙に関しては多数の賛同者により前年

度同様、禁煙と致します。

講演者をお願いした場合は演台の横へ萩原さんに

お願いをして花を飾って頂きます。

毎月最終例会は‘‘友愛の日.，と致しますので新入会

員の方には友好を深めて頂く良い機会と存じます。

通常例会は4名の委員で3ヶ月毎に分担致します

が例会場変更の場合は委員全員にて準備致します。

笹野会長テーマ"初心""変身""迩進,'を心がけ、毎

週和やかで楽しんで出席して頂けるよう努めますの

で宜しくご協力お願い致します。

翻二村親睦活動委員長

今年度、親睦活動委員会の委員長を務めさせて頂

きます。会長、幹事のご指導のもと、他の委員の皆

さんと一緒になり、力を合わせて親睦活動を押し進

めていく所存で有りますが、経験も才能も有りませ

ん。是非とも先輩会員皆さまのご支援とご協力をお

願い申し上げます。

本年度の活動方針は、例年と大差有るものではあ

りませんが、会員並びに家族相互の親睦をより深め

る事を基本とし、親睦を深める行事を企画し、多数

の参加を呼びかけ、 クラブの融和に貢献したいと思

います。

又、ご家庭、会社或いは事業所などで特別な行事

が有れば、例会に於いてお披露目させて頂きたいと

思いますので、委員までご連絡下されば幸いです。

私にとって、長い一年になりそうですが、 どうぞ

宜しくお願い申し上げます。

圏水野(民)ニコボヅクス委員長

ニコボックスは、 スマイルボックスとも言い、 よ

い事．楽しい事があり自分自身でニコッとすること

などでその喜びを分け合い、社会奉仕の一部となり、

国際奉仕の一部になれば幸いとのことから始められ

たものと教えられております。

自分の結婚式、その記念日、年を重ねれば子供の

そして孫の誕生など、又病気の全快、快方に向かっ

たとか。会社関係のことであれば創業何周年、上場

なども考えられるでしょう。

自分が幸せであると感じることはいろいろ人に

よって違いがありますが、いつでもどこでもいいこ

とは転がっています。幸せを感じたときは、ニコ

ボックスヘ協力いただきたいと思います。
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：神崎住恵 加藤重雄 宮尾 紘司．森 幸一メ
ノ

タ 開廊30周年記念が無事終わりま 今月からニコポックス委員会で 成田 良治・西野 英樹メ
ミした。ありがとうございました。 お世話になります。 尾関 武弘．鷺谷 龍男：
；浅井誠寿 足立 一成．青山 敏郎 佐野 寛．笹野 義春；
； 学園の少子化対策のいろいろな 藤田千津子．二村 聰 鈴木 正男・鈴木 理之；
;模様替え､お蔭で申請を出し終わ 萩原喜代子．林 哲央 竹内 眞三．谷口 優；
;りました。とりあえずﾆｺﾆｺ．
； 一事一段落梅雨も明けたりな 堀江 宏輝・池森 由幸 舎人 経昭．魚津 常義；

石黒 正則・伊藤 健文 和田 正敏・山田 毒勝；
ぞ小坂井盛雄

： 災難の後､少し良い事がありま 伊藤三津子・伊豫田博明 山本 英次・吉田 節美；＞
加藤 大豊・河村 政孝 “つゆ"があけました。／

＞した。 〉
＞

；水野民也 菊池 昭元・小林 明 毎日暑いですねⅡ
〈

； 梅雨が明けたら、 とたんに雨が 小山 雅弘・黒須アイ子
｜ ‘？’,識;降り出しました． 牧野登志子・三輪 康
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圏次回例会（7月28日） 夏季家族会（スーパーイリュージョン・カツパーフィールド）

於：レインボーホール 3時30分～
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