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『「新しい資本主義」について』 
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9月15日(木) 晴れ 

●ソング／奉仕の理想 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●ゲスト／村松法律事務所 弁護士 吉田 克己様 

●9月15日出席率／ 

会員33名中欠席8名、規定除外者2名74.2% 

●9月1日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者4名100% 

●会長報告／8/9 付で札幌西北ひまわりロータリー衛星

クラブが認可されましたが、MyRotary に会員登録が反映

され、スポンサークラブである札幌西北RCの会員数が41

名の表示となりました。 

●幹事報告／10/2(日)13：30 よりロイトン札幌で開催さ

れるポール・ハリス・ソサエティ認証式、懇親会、午餐会

の参加申込期日が 9/16(金)までとなっております。お申

込みをご希望の方は 9/16(金)までに事務局までお知らせ

くださいますようお願いいたします。／地区職業奉仕委員

会より、9/23(金)に ZOOMにて開催される 2022-2023年度

職業奉仕委員会研修会のご案内がありました。ご案内は職

業奉仕委員長、会長、幹事となっていますがその他希望者

がいればご参加いただけるとの事です。参加をご希望の方

は 9/19(月)までに事務局までお知らせくださいますよう

お願いいたします。／国際奉仕・VTT委員会より、2022年

-2023年度国際奉仕VTT委員会検証ツアーのご案内があり

ました。11/1(火)～11/16(日)にタイ東北地方にて開催さ

れます。ご参加をご希望の方は 9/28(水)までに事務局ま

でお知らせくださいますようお願いいだします。／次週、

9/22（木）は国民の休日により、休会です。次回の例会は

9/29（木）となりますのでお間違えの無いようにお願い致

します。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 20,000円 達成率   3.79％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円 達成額 84,000円 達成率   12.44％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額207,000円 達成率  20.70％ 

●主要プログラム 

『尊厳死を考える』 

村松法律事務所弁護士／北海道大学名誉教授 

吉田克己様 

私たちは、自由に自分の生き方を

決めることができる。もちろん、人

に迷惑をかけてはいけないが、人に

は「自己決定権」が認められている

はずである。生き方の決定の中には、

どのように人生の終末を迎えるか

という決定も入っている。そうであ

れば、人は尊厳死を選ぶことも自由にできるはずである。 

 しかし、現実には、問題はそれほど簡単ではない。尊厳死

には、拒否反応もある。また、尊厳死を選ぶには、いくつか
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         海野  均 会員（平成 ４年１０月１日）㈱アルファビジネス 

入 会 記 念 日   な し 



のハードを超える必要がある。どうしてなのであろうか。 

 まず、安楽死と尊厳死とは違うということを確認したい。

安楽死は、「死の選択」であるのに対して、尊厳死は、「生き

方の選択」である。死の選択を自己決定権によって認めるこ

とは難しい。それに対して、生き方の選択は、自己決定権に

よって保障されているはずである。 

 尊厳死に関する裁判例は、少ない。ある判決は、一般論と

しては、延命治療の本人の意思に基づく中止の可能性を認め

ている。しかし、その事件においては違法性が認められてい

る（本人の意思に基づくと認めることができない）。 

 医療行為の現場における延命治療の中止は存在する。書類

送検されたケースはあるが、起訴はされていない。現在では、

報道されることもなくなっている。現実に存在しないという

ことではなく、そもそも事件視されなくなっているというこ

とであろう。 

 外国の状況は、日本よりも進んでいる。アメリカ各州にお

いては、リビング・ウィル立法が多く成立している。フラン

スでも、自己決定権に基づく医療行為不実施などが認められ

ている。さらに、カナダやオランダなど、尊厳死を超えて安

楽死の可能性を認める立法を備えている国もある。 

 日本でも、尊厳死立法制定への動きはある。また、リビン

グ・ウィルの普及運動、「アドバンス・ケア・プランニング」

（Advance Care Planning）（「ACP」。愛称「人生会議」）の

取組みも始まって

いる。重要なのは、

自己決定権の前提

となる本人の確実

な意思が関係者に

伝わるようにして

おくことである。 

 

 

例会場：札幌三越４Ｆライラック 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎久保 隆、安藤 壽建、○山本 耕司 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

 

 

次回プログラム    10月 6日（木）   『社会奉仕卓話』 

                     プロジェクト奉仕委員長 社会奉仕委員 海野 均 会員 

                                       ソング：クラブ賛歌 

 

得能宗洋会員：吉田様、本日の卓話よろしくお願いいたします！ 

吉田聡子会員：吉田様の卓話楽しみです！よろしくお願いします。 

池上喜重子会員：吉田克己先生のお話をお聞きすること、とても楽しみです。 

久保 隆会員：吉田様の卓話楽しみです。 

新谷喜信会員：家族感謝の日祝。 

中嶋成実会員：吉田先生の卓話楽しみにしております。 

小林秀樹会員：先週は ZOOM で声が入ってしまい申し訳ありませんでした。 

海野 均会員：吉田様、卓話よろしくお願いします。 

遠島芳然会員：ありがとうございました。 

葛西純一会員：吉田様の卓話楽しみです。本日はよろしくお願いいたします。 

札幌西北ゴルフ同好会：9 月 13 日(火)第 4 回ゴルフコンペを行い、光岡会員の優勝で無事終了しました。 

ニコニコＢＯＸ 

30 日 (金) 札幌幌南 通常例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 4 日 (火) 札幌清田 ガバナー公式訪問 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
30 日 (金) ライラック 定例合同例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 4 日 (火) 大通公園 定例休会
1 日 (土) 札幌手稲 会員増強プログラム (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 5 日 (水) モーニング 15日繰り下げ例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
3 日 (月) 札幌南 がバナー公式訪問 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ) 5 日 (水) 札幌 イニシエーションスピーチ(4) (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
3 日 (月) 札幌北 会員増強委員会担当 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ) 5 日 (水) 真駒内 米山月間に因んで (ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

4 日 (火) 札幌西 米山小学生卓話 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 5 日 (水) 新札幌 ガバナー公式訪問 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
4 日 (火) はまなす ゲストスピーチ (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 6 日 (木) 札幌東 ガバナー公式訪問 (札幌ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ)

市内他クラブのプログラム


