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■ 会 長 報 告           早川 清人君 

皆さん、こんにちは 

暖かくなりまし

たね。・・・・と云

うよりは、暑くな

りました。衣替え

を済まされた方も

多いのではないで

しょうか。巷では既にクールビズが始まり、正に

夏模様です。 

私たちの藤枝南ロータリークラブに於いても、

例年より少し早いですが、例会でのクールビズ

採用を実施したいと思います。来週からはノー

ネクタイでお出掛け下さい。 

さて、前回例会までの２回連続で刑法につい

てお話ししました。刑罰は、厳格なルールの下、

慎重なる判決に基づいて課されるものであるこ

と、そして、具体的に刑を決める過程のお話しを

させて頂いたところです。 

今回は、そろそろ日本神話の話に戻そうと思

ったのですが、希望される方が誰一人としてい

らっしゃらなかったことから、やはり今回も刑

法の話にします。 

本日は、事例を通して話を進めてみたいと思

います。何か商品を購入して支払いをした際に、

釣り銭が多く渡されたと想像してみて下さい。

この場合、その釣り銭が多いと気付いた時点の

違いにより、犯罪を構成する要件が異なります

ので刑罰も違ってきます。先ず、受け取ってから

お店を離れ暫くして気付いた場合です。この場

合には、そもそも余分に支払われた金員はお店

の財物ですが、「占有（現実的支配下にある状態）」

から離れた他人の物を不法に領得したことにな

りますので、「占有離脱物横領罪」が構成されま

す。刑法２５４条では「遺失物、漂流物その他占

有を離れた他人の物を横領した者は、１年以下

の懲役又は１０万円以下の罰金若しくは科料に

処する。」と規定しています。次は、渡される時

点で気付いた場合です。これは、お客がその財物

を占有する前に他人の財物であることを認識し

て領得したのですから「横領」ではなく、単に他

人の財物を不法に領得し占有を侵害したとして

「窃盗」が構成されると思われます。刑法２３５

条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪

とし、１０年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。」と規定されています。両刑事罰を

比較すると大きく違うことがお分かり頂けると

思います。犯罪って、ちょっとしたことで量刑が

大きく違ってしまうんですね。 

と云うことで、日本神話は今回もお休みとさせ

て頂きましたが、来週こそは皆さんのご要望が

あると信じて準備したいと思います。宜しくお

願いします。 

■ 幹 事 報 告           松浦 正秋君 

・ハイライトよねやま 170 号が届いております。 

■ 出 席 報 告             寺田 章君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／46 80.43％ 37／46 80.43％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○伊藤彰君 ○漆畑君 ○樽井君 ○富澤静君 

池谷君 植田君 川口君 森竹君 渡邊博君 

(２)メークアップ者 

森竹 正晃君（静岡北） 山田 壽久君（静岡北） 

飯田 敏之君（静岡北） 渡辺 哲朗君（静岡北） 

富澤 静雄君（静岡西） 中山 恵喜君（静岡西） 
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■ ビ ジ タ ー                        

井上 勝彦君（島田） 大長 昭子君（藤枝） 

曽根 啓弌君（榛南） 法月 昭治君（焼津南） 

谷口 正和君（焼津南）松葉 隆夫君（藤枝） 

畑 昇君（藤枝）   杉山 静一君（藤枝） 

鈴木 透君（藤枝）  大塚 高弘君（藤枝） 

島村 武慶君（藤枝） 松葉 義之君（藤枝） 

■ スマイル B O X         寺田 章君 

・誕生祝い、ありがとうございました。 

多々良睦生君 

・結婚記念日のお祝いありがとうございまし

た。４４年になります。何とか今日まで無事

に過ごしています。      小山明良君 

・結婚記念日プレゼントありがとうございまし

た。妻に捨てられない様、カカア天下でやっ

ていきます。         江﨑直利君 

・去る５月３日の結婚記念日プレゼントありが 

とうございました。お陰様で満３８年を迎え

ることが出来ました。     村松章隆君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございま

す。結婚して２１年目になります。これから妻

と、子供の成長を楽しみにしていきたいと思

います。プレゼントは食卓にかざってありま

す。              望月誠君 

スマイル累計額  ４７５，０００円 

■ 委 員 会 報 告              

 

 

＜米山記念 

奨学生紹介＞ 

 

 

 

 

静岡県立大学 

国際関係学部３年 

ドー ベト クーン 

さん 

 

 

 
 

私はベトナムから

参りました、ドー

ベトクーンと申し

ます。漢字で書き

ましたら、ドーは

木へんと土の杜、

ベトナムのベト

で、漢字は越えると書きます。クーンは強いとい

う字です。私の名前の由来は困難にあっても、す

べて乗り越えて、ますます強くなるのです。ベト

ナムのベト君とみなによく呼んでもらっていま

す。 

 私は子供の頃から、日本の漫画やドラマなど

が好きだったので、日本の文化に興味を持った。

そのとき、テレビで放送されていた「おしん」と

いう連続ドラマを見て、感動しながら、日本人の

心をさらに理解できた。『おしん』という人物が

もともとはお手伝いさんだったが、一生懸命働

いて、立派なスーパーのオーナーになるという

話で、感激した。「おしん」さんは困難を乗り越

えて、最後に成功をつかみ、まじめで、勤勉な日

本人の国民性を象徴していると感じた。日本人

から多くのことを学ぶ必要があると思い、日本

に留学した。 

 私は現在国際関係学部国際言語文化学科アジ

ア文化コースに所属している。私はドラマや音

楽を通じて、言語を学習することが大好きです。

また、大学に在籍中に、言語学だけではなく、ア

ジア地域の政治、経済などの知識も得たいと思

っている。私は東南アジアの政治、経済などに興

味を持っており、もっと母国と日本間の政治、経

済の面について研究したいと思っている。私は

日系企業、日本企業が東南アジアに進出する際

には、文化理解度の面からみる採用制度、給与制

度を改善すべきかというテーマの卒論にしたい

と思います。 

 卒業した後、私はベトナムにおいて、学校を建

てたいと思っている。大学で勉強している知識、

また日本に長年住んでいる経験を生かして、現

地のベトナム人労働者質を上げたいと思ってい

る。ベトナム現地人が日本企業に入社するため

に、日系企業においての必要な言語能力、ビジネ 
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スマナー、注意を集中して仕事を遂行し、臨機応

変の処置をとる能力など、必要な能力を教えた

いと思っています。私は国際化の背景で、たくさ

んの質の高いグローバル人材を育成する学校を

目指しています。 

 私の夢を実現するまで、今よりさらに頑張り

たいと思います。米山記念ロータリー奨学生に

お選びいただき、本当にありがとうございます。

これからも、ご指導のほど、お願い申し上げます。 

■ 会 員 卓 話                        

 

『私の職業奉仕』 

 

内藤 浩光君 

 

 

主として化粧品の製造販売を営んでいます。 

人間誰でも『少しでも見映え良く！』と望むも

のです。見た印象の研究はメークアップアーテ

ィストの独壇場です。 

私達は彼らに、如何に使い勝手の良い素材を

提供出来るか？と言う部分で、これは理論と言

うよりむしろ、長年積み重ねた経験(失敗も成

功も全て)が物を言います。 

それとは別に今、化粧品と言うと、スキンケア

の方が女性の感心の的ですね！ 

販売価格に対する、原料価格は各社の都合に

依り、5～30パーセント、それに工賃、とか諸

経費が乗っかる訳です。ただ残念な事は私がコ

ストパフォーマンスから見て、一番いいと思う

商品も評価、売り上げはプレゼンの出来いかん

にかかっていて、世の中、広告宣伝費次第だ

な？って思っちゃいます。  

■ 今週の一言             桑原 茂君 

【私の欲しいもの】 

仕事もこんなご時

世ですが、従業員や

職人、みなさんのお

かげでなんとか数

字があがることは

ありませんが、大き

く下がることもなく、やらせていただいてます。 

家庭、家族は３人もの子宝にも恵まれ、女房と只

今子育て奮闘中の真只中です。３人の娘もそれ

ぞれ高２、中３、小３になり、日々の成長が楽し

みな幸せの時間をいただいてます。 

では何がほしいのか・・・よく考えると答えは一

つでした。 

自称『日本一のマザコン男』ですから、３年前に

６７歳という若さで天国に逝ってしまったおふ

くろに我々の『今』を見せてあげたかったなあ～、

まだまだ見てほしかったなあ～、自分の人生を

振り返る時間をもってほしかったなあ～と思い

ます。だから私のほしいものは『あと１０年生き

ることができる薬』です。その薬をもって３年前

のおふくろに飲ませてあげたいなって思います。 

■ 本日のお食事                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

5/23（金） 

第 1088 回 
会員卓話 

私の職業 

お役立ち情報 

5/30（金） 

第 1089回 
会員卓話 

私の職業 

お役立ち情報 

6/6（金） 

第 1090 回 
会員卓話 

私の職業 

お役立ち情報 

6/13（金） 

第 1091回 
外部卓話  

 

 

 

 

 

 

 

（担当／内山・富澤賢君） 


