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裁判員制度 って何 :
元東京弁護士会副会長

弁護士 福原 弘 (昭440法 )

平成 21年 5月 21日 から裁判員制度

がスター トします。

裁判員制度は、国民が刑事裁判に参

加 し、被告人が有罪がどうか、また、有罪の場合には

刑の重さを裁判官と一緒に決める制度のことを言います

が、裁判員制度の内容について、まだわからないという

方がおられると思いますので、この制度の概要について、

「Q&A」 形式でご説明いたします。

Q 誰が裁判員に選ばれるのですか。

A 選挙人名簿により、くじで裁判員候補者名簿が作成

され、この候補者名簿の中から、ひとつひとつの事件

毎に 6人の裁判員がくじで選任されます。

しかし、過去に禁錮以上の刑に処せられた人や被害

者本人 。その親族などはなれません。また、70歳以上

の人や学生などは申し出て辞退することができます。

Q 裁判員に選ばれたらどのようなことをするのですか。

A 裁判員に選ばれると、殺人など重大な刑事事件の裁

判に出席します。そして、被告人が有罪か無罪かを裁

判官 3人 と他の裁判員 5名 とともに議論して決定しま

す。全員一致で決まらないときは多数決で決定されま

す。また、有罪の場合には刑の重さを決めます。

裁判員は、検察官の主張 (例えば「Aを殺した」)と
弁護人の主張 (例えば「Aを殺していない」)の どちら

が正しいかを、法廷で聞いた証人の証言などの証拠に

基づいて、他の裁判員や裁判官と議論したうえで、自

分の判断を述べることになります。我々は、日常生活

でいろいろなことを判断して決定していますが、それ

と同じレベルでの判断が求められていますので、専門

的知識や法律知識など特別の知識は必要ありません。

Q 裁判はどのくらいの日数がかかるのですか。

A 裁判は、だいたい 3～ 5日 間で終わります。

なお、日当は上限 1万円が支払われ、往復の交通費も

出ます。また、裁判員の名前や住所は公表されません

じ、裁判員がどんな意見を言ったかは話してはいけな

いことになっています。なお、裁判員に威迫行為をし

た者は処罰されます。

Q 裁判員制度はなぜ実施されるのですか。

A 裁判員制度は、「国民の司法への参加」を実現する制

度です。

殺人などの重大な刑事裁判をプロの裁判官だけに任せ

るのではなく、主権者である国民自身が参加すること

により、司法を身近なものにしようという制度です。

そして国民の参加により、司法の不合理な点を改革す

ることが期待されています。

積極的に参加して、日本の司法をよりよいものに変

えていきましよう。

平成20年 12月 6日 (土 )

場所 武蔵野陸上競技場
吉祥寺ワイル ドターキー

VS ザ・フィーバーズ

(10:30受 付開始)親子ラグビー教室

講師 日本ラグビー協会普及育成委員
石塚武生 (早大OB)

早稲田大学 対 明治大学 (OB戦 )

懇親会

午 前 10:00

10:50

12:30
14:00

会費納入のお願い

広告のお願い

平成20年度武蔵野稲門会費2′000円 を下記郵便局振替口座へお振込下さい。

加入者名 :武蔵野稲門会 回座番号 :00151-8-190961

会報で広告を扱います。稲門会の会報をぜひ御利用下さい。

有志の方は事務局 (FAX 0422(54)3122)ま でお申し出下さい。
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新会員自己紹介 同好会活動報告

●今 春 息 子 が早 大 ス ポー ツ科 学科 入 学

彦坂  真一 (昭48・理工)

初めまして、このたび武蔵野稲門会に入会させて戴き

ました 1973年理工卒の彦坂と申します。武蔵境の日赤

産院で産湯に浸かり、上石神井の高等学院卒で、武蔵野

市西久保に住んでおります。以前からお誘いの手紙を戴

いていましたが、なかなか参加する勇気が出ずにいまし

た。今春、息子が第 1志望の早稲田大学スポーツ科学

科に入学することができたのを機会に、6月 の総会に参

加いたしました。総会では、奇数月の第 3水曜日に吉

祥寺「カヤシマ」さんで開かれている若手の会にも誘っ

ていただき、毎回参加しています。今では、もっと早く

から稲門会に参加すれば良かったと思っています。

現在の仕事は、印刷会社の環境部門を担当しておりま

す。地球温暖化問題への取り組みは、企業にとって最優

先課題の一つであり、その責任を感じながら業務に努め

ております。息子が無事卒業できた時には、親子二代で

稲門会のお世話になることになりますが、今後ともどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

●親 子 で稲 門会 出席
メII村  IL7~(平 20文)

はじめまして。武蔵野稲門会の数少ない平成卒です。

大先輩の皆様方には色々とお教えいただくことばかりか

と存じますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

私は物心つく前より武蔵野市に移り住み、以来ずっと

武蔵野市で暮らしております。

高校までは市内での通園、通学でしたので晴れて大学

生となり、通学定期を初めて手にした時は「早稲田」の

文字が輝いて見えたことを覚えております。

早稲田大学は父の母校でもあります。今年の総会は親

子で出席させていただきました。親子ともどもお世話に

なりますがどうぞ宜しくお願いいたします。

母校に足を運ぶ機会はなかなかありませんが、六大学

野球と大学ラグビーは、毎年かかさず観客席から早稲田

を応援しています。スタンドで応援旗を振っている姿で

お会いすることもあるかと存じますが、その際は是非、

勝利の歌を唱和したいと思っております。

■稲碁会 孫と囲碁を楽しむ
寺 田  昌弘 (昭360理工)

孫 (小一)が「ヒカルの碁」教室で囲碁を始めた。計算

力が付くことや集中力を養う効用があるという。大阪府教育

委員会では平成 12年から一部で正課授業に、大学では大東

文大 (東京)が平成 13年から講義の一つとして開講した。

集中力の他、大局観や時代の風を読む力、逆境にへこたれな

い勝負強さなどを身につけて欲しいとの願いがあるようです。

皆様も始められたら如何ですか。

■早稲田を応援する会
優 勝 の か か った早 慶 戦 で早 稲 田を応 援

メII崎 大八 (昭420理工)

11月 1日 (土)優勝がかかった早慶戦で早稲田を応

援した。集合時間の 11時前には全員吉祥寺駅に揃い都

譲会議員松下玲子さん (経済研)と坊や (4ケ 月)の見

送りを受けて神宮球場に向かう。

当日は快晴。試合開始 1時間半前というのに一般内野席

まで既に一杯の盛況。早慶戦の華やかさはスポーツの祭典

の趣がある。試合は早稲田が相手のミスに乗じて3-1で
勝利。満足した。吉祥寺に戻リカヤシマにいく。早慶戦は学

生時代以来 50年ぶりとか 8年前に四国から上京して早慶戦

を応援した方が居て稲門会員の早慶戦への思いは深く尽き

ない。約 3時間半ほど楽しく歓談し散会した。六大学は早

稲田 (斎藤、大石、福井)をはじめ明治 (野村、森田、西島)、

法政 (加賀美、二神、武内)と速球投手が出てきて来年以

降楽しみ。慶応には力道山の孫の田村が入学するそうだ。

小此木俊雄、松永雅晴、東出重幸、町田顕、山下良二、井上良∵、

上條節夫、川崎大八、中山翠、谷内隆衛、小美濃隆

■クラシック音楽同好会
山本富士雄 (昭340理工)

稲門会クラシック音楽同好会を立ち上げようとして 3

年余となります。3回に亘って会員募集をかけましたが、

活動内容の説明が不十分だった為か、会員がごく僅かしか

集まらず、私の同期生の総務委員予定の二人が、無理とあ

きらめてしまった状態です。二人が居ないとまだ現役建築

家の私一人では、多忙ゆえとても事務的な時間を割くこと

も出来ず、半ばあきらめつつあります。皆さんの熱心なご

希望があれば、クラシック音楽鑑賞・演奏等に情熱を持ち

続けておりますので、何とか会を作り上げ活動したいと思

っております。皆様の熱いご支援をお待ち申上げます。

総合建設業

新築・リフォーム・耐震補強

沖 島工業株 式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町3-1-2

丁巨L0422-52-0909 httpノ /wwwooklshima.⊂ojp

木 島・堀法律事務所

弁護士 堀
(昭 55年法学部卒。第二東京弁護士会所属)

〒105-0003
東京都港区西新橋 1丁目6番 15号 西新橋愛光 ビル 10階

■Z θθβJθのJθff ]χθθβJθ〃θθ7ゴ

E― mail hori@kuima―hOri-law.com

裕 一



平成:20(2008)年:12月 1日 武蔵野稲 門会報 第19号  (3)

■旅行部会活動報告
柏崎原発一大隈重信侯生地佐賀一小野梓先生の宿毛

市、そして次回は飛田穂洲先生の水戸で「あんこう鍋」

小 美濃  隆 (昭310法)

当部会は 1泊～ 2泊程度の国内旅行とお花見会を実施

して来ました。これまでの旅先は東京電力柏崎原発見学、

石和温泉、そしてここ 2、 3年は早稲田大学ゆかりの地で

ある大限重信侯の生地である佐賀市を訪ね墓参、今年は

小野梓先生の生地、宿毛市をたずね高知県・愛媛県をめ

ぐる旅を実施 して

きました。

来年は学生野球

の父 と呼ばれてい

る飛田穂洲の生地、

水 戸市 を たずね、

「あんこう鍋」をつ

つきながら歓談す

■カラオケ同好会のこと
東出 重幸(昭32・法)

武蔵野稲門会の中に、奇数月の後半に開かれているカ

ラオケ部会がある。
この会のために、アコーのオーナー滝本さんが、自社

ビルの地下を開放した上、カラオケ機器を無償で提供さ

れている。先ずはオーナーに感謝申し上げたい。

次にカラオケ部会長の山内さん一容姿が、今、世界金

融危機と闘っているアメリカのポールソン財務長官にそ

っくりで、品格あり。その暖かいパーソナリテイで、会

を取り仕切っておられる。この人の存在は大きい。噂に

よれば、山内一豊の末裔とか………
.

他のメンバーのプロフィルを暫時紹介する。

先ずは轟会長―水泳で鍛えたスリムな体形で、私と同

不動産の売買・賃貸・管理・リフォーム

都知事免許(11)23754

株式会社 ノ
ア
コレ~

代表取締役 滝 本 尚 男
(昭和38年法学部卒)

〒180-0022 東京都武蔵野市境 2-11-22
(中央線「武蔵境駅」北日本町通リアコービル lF)
丁EL 0422-51-3050 FAX 0422-51-3057

るという 1泊 2日の旅を計画しております。実施時期、

費用などの詳細はまだ詰めておりませんが、2009年 2月

初旬実施を予定しております。旅行参加に関心のある方

は、12月 14日 (日 )まで手紙、電話もしくは FAXにて

ご連絡ください。家族同伴歓迎。奥さん孝行しましょう。

〒 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町 5-3-16小美濃 隆

TEL 43-4019   FAX 21-9961
ご連絡戴いた方には別途詳細をお知らせ致します。

またお花見会

は武蔵野市役所

主催の「武蔵野

桜まつ り」当日

の)AM[11:00、

市役所庁舎南出

入 り日前 集 合。

お花見の後、懇

親会を行います。

年代とはとても見えない。粋な歌い方で、抜群にうまい。

以下、イニシヤルで申し上げる。

俄に信 じ難いが、昔、アラブの女を泣かせたと豪語

する S氏。何故か、頻繁に上海にお出かけになるT氏。

ことの他、向島に詳 しい K氏などがおられる。合間に

この方々とのやり取りも楽しい。

歌のうまい人達としては、小此木、勝沼、須田の三氏

でしょうか。

私といえば、昔、夜の巷で覚えた曲を頼りに、時々若

者の歌を歌っては、皆さんの努愛を買っている。

ワインを飲みながら、午後六時から凡そ四時間、毎回

大いに盛り上がる。

少し大袈裟にいえば、世の中に、これ程愉快な会も珍

しいのではないかと思っている。

◆講演並びに納涼会
谷内 隆衛 (昭33・法)

8月 22日、17時より武蔵野レインボーサロンに於

いて開催した。

今回より配偶者の同伴を歓迎することとしたので 4

名の配偶者を交えた 65名の多数の参加があった。

*講演会 「裁判員制度について」

当会幹事で前東京弁護士会副会長の福原 弘氏より目

下話題になっている裁判員制度について、持参いただい

た資料 (配布)を参考に約 1時間に亘 り懇切 。丁寧な

る講演があり、参加者一同その制度の趣旨をよく理解出

来た。

*納涼会

轟会長の挨拶で始まり、例年通 り参加者から近況な

どについて活発なスピーチがあって大いに盛 り上がっ

た。

続いて各クラブ責任者よりその活動状況について詳

細な報告があり、最後は参加者全員で声高らかに校歌

を歌いあげ予定時刻を大幅に超過して 21時過ぎに散会

した。

尚懸案であった談飲会を毎月第二水曜日 17時より

「カヤシマ」に於いて 9月 より立ち上げる旨発表があっ

た。

食事とお酒
カヤシマ

佐 藤 孝 一▲
(昭和56年商学部卒)

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-9

吉祥寺第一ホテル前

丁e1 0422-21-6461
http://Ⅵ ハⅣw.e― kayashirna.⊂om
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中村  幸子 (昭390教育)

俳句に関っていると私たちは古人の

積み重ねてきた豊かな土壌の上に暮ら

しているとつくづく思います。そんな

思いを一つ。

鵜飼と言えば長良川ですが、山梨の
か ち う

石和の笛吹川でも徒歩鵜 (鵜匠七名が

川を遡りながらの鵜飼)が行われます。

これは謡曲「鵜飼」(鵜飼勘作が殺生

禁断の地で鵜飼を業とした為、村人に

殺されたが行脚中の日蓮の法力により

成仏した。)の舞台です。暑い最中の

谷 内 隆衛 (昭330法)

“肺炎にストレプトマイシンは効かないのですか?"に
“いいえ"と の医師の返答、今から30年前高熱が続いて

入院した西宮の某私大病院でのことです。
“肺炎向の抗生物質が効かなかったという丈の理由で

肺結核の疑いが強いから明日からそれ専門の病院に移り

最低 6ケ月経過をみろと云われても絶対に承服出来ませ

ん。"(ま して 40代の働き盛りに)

直ぐに中学からの親友の医師に “今から東京へ行くか

らな"と 電話したところ、日頃のお前の体力からみて考

えられないが、まずは神戸大の医学部に助教授で行って

いるKに相談してみろとの指示。

結果的には K君が私の直近のレントゲン写真を同じ医

学部の結核の権威に診て貰い “NO"と の所見を持って入

院先に来てくれ即日退院となった。 (その時つけられた病

名が非定型性肺炎、肺炎は兎も角 “非定型性"と いう名

を私は気に入っている。)

行事ですが、土手の夕風は涼しく目の

前で楽しめます。

鵜飼名を勘作と申し哀れなり 漱石

近くには古事記、日本書紀にもある連

歌発祥の地「酒折の宮」。ここは日本武

尊が東夷平定の帰途立ち寄り片歌を交

した所です。近隣の私の母校の所在地

「朝気町」は尊が朝飩の煙を讃えたこと

に由来します。宮の隣りは梅の名所「不

老園」そうぞ探梅に梅見に出かけてみ

て下さい。辻々にはまん丸な石の道祖

神が祀られ、彼方には雪の富士が響え

ています。故郷の山河は何処も慎ましく

美しく、誰をも暖かく迎えてくれます。

皆様の人会歓迎。

(1)ゴルフ同好会
,中 島祥介  0422(52)0680

(2)囲碁

寺田昌弘 03(3928)8710
(0早稲田を応援する会

り|1山奇大八  〇422(43)9074
(4)旅行部会

rlヽ美濃隆  0422(43)4019
轟  常弥  0422(54)3122

(5)病院、その他情報

谷内隆衛 0422(79)2858
(6)ク ラシック音楽同好会

山本富士雄0422(21)3950
(7)カ ラオケ同好会

山内 巌 0422(54)1475

9月 より毎月第三水曜日 17時より「カヤシマ」にて
稲門会員が集まり談飲しております。ふるつて御参加ください。

もう半世紀以上も昔、当時著名な東大内科の沖中教授

の誤診率 33%ということが話題になったが、どんな高名

な医師とはいえ “絶対"はないということです。

病気の総合商社である私の経験と友人の医師達の話を

次のようにまとめてみました。

(1)身体に今までとは違う症状 (た とえば痛い、だるい、

食欲がなくなった等)が出たら納得できる診断を得

るまでセカンド・サー ドオピニオンを面倒がらずに

求めること。(かかりつけの病院に遠慮 した為 1年

近く経って他の病院で末期がんと告知された知人が

居ます。)

(2)診断が同じだったらフィーリングの合う医師に任せ

ること。

(3)所謂、著名な大病院 (大学)信仰は余程強力なコネ

がない限りほどほどにした方がよい。

(4)日 頃から身近な所に何んでも相談出来る医師 (ホー

ムドクター)を見つけておくこと。

三回に亘って地元の医療機関を紹介して来ましたが、

ひとまずペンを置きます。

これからも心掛けて行 くつもりですので、皆様よりの

情報をお待ちして居ります。

ありがとうございました。

むさしのFJ司法書士法人
代表 山 本  好 鰯 457-法学部卒)

事務所
〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 スイングビル 603

疑請舌 0422-60-5600
FAX 0422-60-5610

不動産登記 相続遺言 簡易裁判所代理 債務整理 法人登記

響T套 吉祥寺南病院 院長概柵
救急指定・急患 24時間受付 0422-45-2161

診療科目 脳神経外科 外科 消化器科 内科
呼吸器科 循環器科 整形外科 皮膚科
リハビリテーション科 人工透析センター

10月より回復期リハビリテーション病棟 皮膚科を開設いたしました。
http://www.wam―town.jp/musashino

武蔵野稲門会報 14号に紹介記事あり

12月発行の会報は広告により賄われております。広告に協力

された皆様、感謝申し上げます。もちろん、原稿に参加され

た方々、ありがとうございました。 川崎大八 (昭 42・ 理工)

弁護士

(昭和44

〒105-0001

東京カレッジ法律事務所

弘
部卒。東京弁護士会所属)

東京都港区虎ノ門1丁目13番 4号 虎ノ門宝寿会館2階
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