
２．出　欠
出席　32 名　　欠席　20 名　　出席率　69.57　%
ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　円城将義　　高梨敏明
香林坊ＲＣ　水内健之

４．幹事報告
・２月 26 日（木）は、夜間例会
・例会終了後、次年度理事会開催

５．ニコニコボックス
円城将義様より

本日、講話をさせて頂きます。
吉井君、佐賀君

円城さんのお話、楽しみにしています。
畠　君　本日は、私ども子会社社長、円城の講話です。

　合計 15,000 円（累計 381,000 円）
　

第1966 回 例会 夜間例会
2 月 26日（木）雨／ 18：30〜 20：30［松魚亭］

１．例　会
ロータリーソング「我らの生業」
会長挨拶
論語の素読
ニコボックスの披露
歓　談
閉会の挨拶
手に手つないで

２．出　欠
　出席　20 名　　欠席　32 名
　出席率　43.47%
３．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

夜間例会を楽しみましょう。
　中浦君　本日は夜間例会でのご利用、ありがとうございます。新幹線

の開業が近づくにつれ、少しだけ忙しさが出始めてきました。
　　合計 6,000 円（累計 387,000 円）

第1967 回 例会
3 月 5日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　（株）北國銀行　取締役頭取　安宅　建樹　氏
　「2015 年の景気について」　　　
２．出　欠
　出席　32 名　　　欠席　20 名
　出席率　69.56%　　ビジター　1 名
　　
３．来訪者　（敬称略）

金沢東ＲＣ　　二木克明
４．幹事報告

・４月２日（木）～３日（金）京都友好訪問　
５．お誕生日祝い（敬称略）

　　　　１日　馬場　貢
　　　　２日　中村芳明
　　　　４日　横井清治、　喜多和行

11 日　勝田浩之
13 日　松田光代
25 日　畠　善昭
26 日　向峠仁志
30 日　深山　彬　　　

６．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
６日　小間井宏尚

11 日　大澤久廣
15 日　北﨑浩三

18 日　大場　修
21 日　水巻啓光、寺岡健一、松田光代
22 日　玉田善明
28 日　馬場　貢
29 日　佃　一成
30 日　畠　善昭
31 日　卯野正博

７．ニコニコボックス
安宅建樹氏

本日お話をさせて頂きます。
吉井君、佐賀君、畠君

安宅頭取のお話、楽しみにしています。
松本君　本日の講師、安宅様のお話を楽しみにしています。香林坊の

時は、お世話になりました。
勝田君　本山で誕生日を迎えました。有難うございます。元気でやっ

ております。
横井君、中村（吉）君、馬場（貢）君、向峠君

誕生月です、お祝い、ありがとうございました。
奥田君　第 28 回全国経済同友会セミナーの成功を祈念して。

合計 31,000 円（累計 418,000 円）

第1968 回 例会
3 月 12日（木）雪／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
石川県国際交流会館　国際交流員　オウ・シンシン氏

「中国人から見た日本文化」
２．出　欠

出席　　36 名　　欠席　16 名　　出席率　78.26%
ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
大阪みおつくしＲＣ　北岡　樹
香林坊ＲＣ　　　　　木下弘治

４．幹事報告
・例会終了後、理事会開催

５．ニコニコボックス
吉井君、佐賀君
オウ・シンシンさんのお話、楽しみにしています。

合計 4,000 円（累計 422,000 円）
　

理事会報告  
2 月 5日（木）／出席者　15名

◆審議事項
　①京都洛北 RC 友好訪問の件
　　4 月 2 日（木）～ 4 月 3 日（金）

■ 2 月クラブ日誌
  ５日（木） ２月定例理事会　松魚亭にて
26 日（木） 夜間例会　　　　松魚亭にて

■ 講話予定
●３月 26 日（木）金沢市田上公民館　館長　関戸正彦氏
●４月   ２日（木）京都友好訪問
●４月   ９日（木）お花見例会　松魚亭にて
●４月 16 日（木）光明寺住職　藤下順道氏

プロフィール／二塚長生　ふたつか　おさお

金沢北ロータリークラブ名誉会員

友禅作家／重要無形文化財保持者

●会長／吉井 清 ●会長エレクト／辻 利陽 ●副会長／松本 範夫
●幹事／佐賀 務 ●副幹事／屶綱 大介 ● SAA ／中浦 洋昭 ●会計／山上 公介
●クラブ広報委員長／松田 光代
●会員数／ 52 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日
◎例会日／木曜日 12：30〜13：30
◎例会場／松魚亭　金沢市東山 1-38-30 TEL:076-252-2271 FAX:076-252-2273
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2014 年〜2015年度　金沢北ロータリークラブテーマ

ロータリー精神に学び「凛として生きる」 会　長　吉井　清

2014 年〜2015年度　国際ロータリーテーマ

「ロータリーに輝きを」　「 Light Up Rotary 」 RI 会長　ゲイリーＣ.Ｋ. ホァン（黄其光）

少年事件に思うこと～弁護士の視点から
会員　向峠　仁志 

1．はじめに
　最近、少年事件は、報道やインターネット情報
などもあり、注目を集めています。そこで、今回
は、少年事件、少年法に対する一般の見解について、
弁護士の立場から分析し、思うところを述べさせ
ていただきます。
2．少年事件は凶悪化している？
　少年事件は、犯行の経緯や行為から、近年では、
凶悪化しているといわれています。
　しかしながら、今も昔も、少年事件の傾向に大
きな違いはみられず、インターネットの普及など
で、対象少年に関する個人情報が非常に得やすく
なったことで関心が高まっていることが関係して
いるのではないかと考えられます。
　また、犯行動機の稚拙さや、犯行行為の凄惨さは、
成人事件との格別な差もなく、犯人が少年である
ことで、報道が過剰となっている感は拭えません。
　ちなみに、平成 26 年度版犯罪白書では、刑法
犯の検挙に関して、少年人口比（10 万人あたり
763.8 人）は、昭和 58 年のピークを境に半数以下
に減少し、成人人口比（10 万人あたり 769.3 人）
との比較で、昭和 33 年以降、初めて成人の比率
を下回る結果となっています。
　したがって、少年事件が凶悪化していると決め
つけて議論することには違和感があります。
3．少年法は甘すぎる？
　少年法は、近時、①刑事処罰対象年齢を 16 歳
から 14 歳に引き下げたり、② 16 歳以上の重大犯
罪を原則逆送（成人と同じ公開裁判とすること）
としたり、③少年院収容可能年齢を 14 歳から概
ね 12 歳に引き下げたりと、厳罰化の大きな改正
が相次ぎました。
　それでもなお、少年法では、④死刑が 18 歳以
上に限られていること⑤ 18 歳未満に対して減刑
する規定があることなどから、少年法は甘すぎる
ので廃止すべきとの意見もあります。
　しかし、少年法では、「少年の健全な育成を期し、
非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調
整に関する保護処分を行う」（第 1 条）という目的
のもと、家庭裁判所により生活環境に関する様々

な調査（「社会調査」といいます。）が行われ、成
人では罰金や執行猶予程度の非行であっても、少
年のためにふさわしい処分として半年から 2 年程
度の少年院送致が行われることもあります。
　したがって、決して少年法は、甘すぎるという
ことはありません。
4．弁護士は何をしている？
　弁護士は、少年が逮捕されて鑑別所などに身柄
拘束された早い段階に選任され、ほぼ毎日のよう
に面会を重ねて少年との信頼関係の構築をしたり、
鑑別所の技官や裁判所の調査官と面談したりする
ことを繰り返します。
　そして、少年に対して過去の非行に対する反省
を深めさせ、家庭裁判所での審判の日までに、将
来に向けた少年の更正のためにふさわしい環境を
調整することが主な職務といえます。
5．社会は少年に対してどうあるべき？
　少年事件の報道を目にした際には、成長途上の
少年だからそのような非行をしたのではないか、
更正して立ち直る機会があるのではないかという
視点からみてもらえると何よりです。これまでの
見え方と違うかもしれません。
　また、弁護士として、家庭環境に問題があると
考えた場合などは、少年の非行に対して理解のあ
る職場や施設に対し、少年を預かってもらうこと
によって、少年院送致などによる極端に重い処分
や適切でない処分（発展途上にある少年にとって
少年院での教育では意味がないと考える場合もあ
ります。）以外の選択肢を検討することもあります。
　私がこれまで担当した事件では、父親がおらず、
教育面、生活面で父性的な観護が不十分であった
として、家庭裁判所の最終的な処分の前に、試験
的に施設に預けることとなりました（「試験観察」
といいます。）が、適当な施設が県内にはなく、福
井県南部に数ヶ月間預けることとなって、少年と
の面会に苦慮したこともあります。
　弁護士の立場としては、石川県内に少年の非行
に対する受入れや理解のある職場や施設が少しで
も増えてくれることを切に願っております。

以上

第1964 回 例会
2 月 5日（木）雨／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢マラソン推進課　課長補佐　本庄　毅　氏

「金沢マラソンの概要について」
２．出　欠
　出席　32 名　　　欠席　20 名　　出席率　69.56%
３．来訪者　（敬称略）

金　沢 RC　　白塚重典
百万石 RC　　川きみよ

４．幹事報告
・2 月 8 日（日）は、都市連合会（2 月 12 日は振替休会）

５．お誕生日祝い（敬称略）
　　　10 日　中川茂樹　　千原浩一
　　　29 日　山上公介
6. ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　　　21 日　谷　　聖
　　　25 日　横井清治

　　　26 日　中村芳明
７．ニコニコボックス
　吉井君、佐賀君

本庄様、山下様お話たのしみにしています。
必ず参加できるノウ・ハウを教えて下さい。

　畠　君　金沢マラソン推進課、本庄様、山下様をお迎えして。　　
  勝田君　先日の壮行会に際しまして、沢山の方々にご出席を頂き、有

難うございました。暫く行って参ります。
　山上君　誕生日プレゼント、有難うございました。来年は 29 日があ

ります（閏年）盛大に祝って下さいませ。
　中川君　誕生日祝い、ありがとうございます。

合計 18,000 円 ( 累計 366,000 円 )

第1965 回 例会
2 月 19日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
畠経営グループＥＱＡグローバルレジストラ（株）
代表取締役社長　円城将義　氏

「仕組みで会社をよくする」

私の名刺　
小々高　利昭（ここだか　としあき）
S28.7.29 生まれ
㈱しん証券さかもと　代表取締役社長
職業分類：証券業

　この度、金沢北ロータリークラブに入会させて頂
くことになりました、株式会社しん証券さかもとの
小々高利昭です。入会にあたりまして、木下和吉様、
吉井清様から推薦を賜りまして、心より御礼申し上
げます。
　北陸に地場証券が 9 社、そのうち石川に 3 社あり
ますが、当社はその 1 社で、取引所上場株式のほか、
地元企業株式、米国株式、投資信託、外貨建て債券
等を取り扱っております。明治 40 年に、業者であ
る坂本菊英が金沢市に「坂本菊英商店」として業を
興してから、今年で 108 年になりました。この間、
昭和 8 年に「株式会社坂本商店」に改組、昭和 19
年には「坂本証券株式会社」に改めました。昭和 49
年には北陸証券（高岡市）と合併して「坂本北陸証
券株式会社」になり、平成 21 年には荒町証券（富山市）
と合併、その営業エリアを石川、富山全県とし、昨
年 12 月 1 日から社名を「株式会社しん証券さかもと」
に変更し、現在に至っております。
　新社名の「しん」は、「新しい証券」「親しみある証券」

「伸びゆく証券」など商品に多様な価値を付加してい
く意味合いと、「信頼される企業に」「真心ある社員に」

「絶えずお客様目線で親身、親切に」など企業理念を
込めております。
　私は大学卒業後、昭和 52 年 4 月に石川銀行（旧、

加州相互銀行）に入社、平成に入り資金運用部門で
有価証券の運用に携わっていた関係もあり、その縁
で当時の社長からお声をかけていただき、平成 15
年 3 月に当社でお世話になることになりました。そ
して、平成 22 年 10 月から社長（創業者から数えて
10 人目）を務めております。
　社長就任時に一度、木下和吉様から入会のお誘い
をいただいておりましたが、当時はリーマンショッ
クの最中で内政に没頭せざるをえず、この度またお
声をかけていただき誠に感謝に堪えません。
　私は中学生の頃から阪神タイガースのファンで、
かれこれ 50 年になります。今でも最低年 1 回は家
族で甲子園球場に出かけて応援しています。期待す
ると裏切られる球団ですが、私にとっては仕事を発
散するビタミン剤になっております。よく聞かれる
のですが、ゴルフのスコアは 130 前後で（本当です）、
決してゴルフをしているとは言えない私です。付き
合いもあり年４～５回程度プレーしますが、毎回ス
トレスを抱えての帰宅です。
　ロータリークラブの入会は初めてですが、皆様方
とのクラブを通じた出会いを大切にして親睦を深め、
ロータリー精神も含めて新たなことを勉強させてい
ただきたく存じます。何卒、ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。


