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白山本宮名誉宮司 大幡神杉伊豆牟比咩神社 宮司　山崎 宗弘（やまざき むねひろ）
輪島市生まれ。
国学院大専門部卒。
同市三井中、穴水高教論、県神社庁理事などを経て県神社庁、神社本庁評議員。
1994 年 11 月から第 19 代白山比咩神社宮司。79 歳。

４．幹事報告
　・米山功労者表彰
　　奥田久雄君、山上公介君、吉井清君、辻利陽君
５．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

年度末、新たな出会いの始まる時節ですね。
吉井君  講師に、屋敷道明先生をお迎えして。

合計３，０００円（累計３４６，０００円）

３月クラブ日誌
１３日（木） ３月定例理事会 松魚亭にて

２７日（木） 次年度理事会 松魚亭にて

第 1925 回例会
４月３日（木）雨　12：30 ～ 13：30　       　松魚亭

１．講　話
　元石川県警　捜査第二課長　　竹澤清孝　氏
　「歴史を勉強しましょう」　
２．出　欠
　出席　３３名　　欠席　１５名　　
　出席率　７０．２１％　　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢東ＲＣ　浅田久太
４．幹事報告
　・金沢百万石ＲＣ合同お花見例会　
　　４月１０日（木）１８時３０分より　松魚亭にて
　・金沢地方裁判所訪問例会
　　４月２４日（木）１３時１０分〜約１時間
５．皆出席顕彰
　　３８ヵ年　佃　一成　君
　　２７ヵ年　大澤久廣　君
６．お誕生日祝い（敬称略）
　　　８日　小間井宏尚　　８日　高田幸治
　　２４日　卯野正博　

７．ご結婚記念日祝い（敬称略）
　　　４日　越田和好
　　　５日　大村精二
　　１４日　松本範夫
　　１６日　岡田　進
　　２３日　中浦洋昭
　　２６日　吉井　清

８．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

若葉が萌え、桜が咲く季節の到来です。
　松本君  ４４回目の結婚記念日を迎えました。

向峠君  ４月１日に、独立開業しました。今年は、新居の完成も含
め人生の大きな転機となりました。３５歳を迎え、独り立
ちし、仕事にもロータリー活動にも、より一層励む所存です。

合計１４，０００円（累計３６０，０００円）

第 1926 回例会　加賀百万石 お花見例会
４月１０日（木）曇り　18：30 ～ 20：30　  　松魚亭

１．例　会
開　会
ロータリーソング
金沢北ＲＣ会長挨拶　　　　奥田久雄君
金沢百万石ＲＣ会長挨拶　　野城　勲君
ニコＢＯＸ披露

　【懇親会】
開　宴
乾　杯　　　　　　　　　　原勉ガバナー補佐

歓　談
中締め　　　　　　　　　　吉井会長ｴﾚｸﾄ
ロータリーソング「手に手つないで」
閉　宴

２．出　欠
　出席　　会員　２５名　　ご家族　８名　　欠席　２３名
　出席率　５３．１９％　　金沢百万石ＲＣ　２９名
３．ニコニコボックス
　原勉ガバナー補佐

本日は、お邪魔します。
　金沢百万石ＲＣの皆様

桜満開の今日、お招き頂き、本日は楽しみにして参りま
した。よろしくお願い致します。

　金沢百万石ＲＣ　石丸幹夫君
久しぶりに参りました。宜しくお願い致します。

　奥田君、山上君
満開の桜のもと、金沢百万石ＲＣとの合同例会のご縁を
頂いて。

中浦君  本日の夜間例会に、松魚亭をご利用いただきまして有難
うございます。

合計３８，０００円（累計３９８，０００円）

講 話 予 定

４月１７日（木）
金沢市立湯涌江戸村　村長　土屋敦夫氏

４月２４日（木）
金沢地方裁判所見学

５月１日（木）
休　会

５月８日（木）
宮崎寒雉氏

５月１５日（木）
石川県立美術館　高嶋清栄氏

奥田会長挨拶

宴たけなわ

金沢百万石ＲＣ・ＳＡＡの武藤君

原勉ガバナー補佐ご挨拶

手に手つないで

竹澤　清孝　氏

釣り同好会収穫の「かさご」の煮付



2013-2014年度国際ロータリーテーマ

Engage Rotary  Change Lives「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
ＲＩ 会長　ロン Ｄ . バートン

2013-2014年度金沢北ロータリークラブテーマ

金沢北ロータリークラブの伝光〜友と友　ご縁をつないで　心豊かに〜
会長　奥田　久雄

　私がＩＴ弁護士であるかのような誤解を与
えそうなタイトルでありますが、私自身は、
スマートフォンを使いこなせておらず、流行
のフェイスブックやブログなども一切してお
りません。講演などで使用するパワーポイン
トも事務員に作ってもらっています。
　訴訟手続きには、口頭主義、書面主義とい
う原則があり、法廷における「口述」や「文章」
を中心に手続きが進行されることから、アナ
ログな私でも何とか務まっております。
  とはいえ、我々の業界でもネット社会の影
響は少なからずあり、拙稿にて一部紹介いた
します。

①情報の一般化
　昨今の相談者は、インターネットを通じて
多くの法律的知識や事例を時間と費用をかけ
ずに知ることができます。時として不正確で
あることもありますが、時として我々よりも
詳細かつ的確であることもあります。
したがって、法律的知識や事例を相談者に単
に説明するだけでは不十分となりました。
②受任する事件の変化
　インターネット上では自ら直接顔はもちろ
ん名前を表示することなく、費用をかけずに
表現することができることから、個人の名誉

　新春の同好会ゴルフコンペを、4 月 12 日
土曜日、ザ・カントリー能登にて開催を致し
ました。
　山上啓介大先輩も駆けつけて頂き、総勢
15 名が晴天の下、プレーを存分に楽しみま
した。
　山上先輩のごあいさつの中で、「昨年 9 月
食道がんの手術をし、体重が 12 ｋｇ減りま
した。」との事、ビックリです。
　しかし、ご一緒にゴルフが出来るまでに回
復なされ、嬉しい限りです。
　その晩は、山上家隣りの門前そば処『手仕
事屋』にて、懇親会を開催いたしました。
大村会員が金沢より駆けつけ合流、二人の大
先輩を囲み、門前の山菜・そば懐石を堪能し

権やプライバシーを侵害する表現行為が繰り
返されております。これに対し、「表現者を
特定してほしい（住所氏名を知りたい）」「誹
謗中傷部分を削除した上で損害賠償や刑事告
訴をしたい」といった依頼があります。
このような案件は、ネット社会特有のもので
す。
③証拠の変化
　ネットワーク社会では、事実の痕跡が人の
記憶ではなく記録として残ることから、刑事
裁判や民事裁判の証拠として利用でき事実の
解明に繋がる場合もあります。
証人の「証言の記憶が正確か、信用できるか」
という裁判官の評価が伴う証拠によって裁判
が決せられる事案ではなく、インターネット
の利用履歴やメールの履歴から、関係者の証
言を聞くまでもなく事実関係が判断できる事
案も多くみられるようになりました。

　その他、クライアントとの打ち合わせ、広
告方法、情報管理の問題等の関係があります
が、これらは我々の業界に特有のものではな
いと思料いたしますので、割愛します。
　以上、私の業界で思いつくものをとりとめ
もなく挙げてみました。

ながら、今年門前町で作られた能登ワインを
飲みながらのひと時、忘れられない時間と空
間を過ごさせて頂きました。
　二次会は宿泊場所の門前ビュー・サンセッ
トにて開催。盛り上がりすぎて、私は爆睡し
ましたので、どの様な二次会だったのか？
　秘話として・・・記憶から消しましよう。
成績は、優勝　山上公介君・　準優勝　辻　
利陽君・　3 位　安宅真由美さんでした。お
めでとうございます。
　ちなみに、賞品は能登の美味しいお米・ジャ
ム・わかめ・ワインを用意いたしました。
　最後に、山上幹事には大変にお世話になり
ありがとうございました。お父さんのご健康
を祈念申し上げます。

ネット社会と弁護士との関わり
会員　屶網 大介　

第 125 回金沢北ロータリークラブゴルフ同好会
ゴルフコンペ秘話

ゴルフ同好会幹事　中村 實博　

第 1923 回例会
３月 13 日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．金沢漆芸会
　会長　西村松逸氏
　「　漆　と　もてなし　」
２．出　欠
　出席　　３０名　　欠席　１９名
　出席率　６２．５％　　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　金沢百万石ＲＣ　　川きみよ
４．幹事報告
　・例会終了後、理事会開催
５．ニコニコボックス
　奥田君、山上君

金沢の名工、第三代西村松逸氏をお迎えして。
上月君  大変お世話になりましたが、東京に転勤することになり

ました。二年間、有難うございました。
合計４，０００円（累計３４３，０００円）

理　事　会　報　告
3 月 1３日（木）出席者１１名

◆審議事項
　①お花見夜間例会（４月１０日）の件
　・金沢百万石ＲＣと合同で開催する  １８時３０分より　松魚亭にて
　②その他

第 1924 回例会
３月 27 日（木）晴れ　12：30 ～ 13：30　  　松魚亭

１．講　話
　古文書解読講座　講師　屋敷道明　氏
　「一向一揆と浄土真宗」
２．出　欠
　出席　３５名　　欠席　１４名
　出席率　７２．９２％　　ビジター　１名
３．来訪者（敬称略）
　香林坊ＲＣ　　木下浩治

西村　松逸　氏

屋敷　道明　氏


