
 

  

例会記録  

会員総数   57名 出席会員数 24名 

ゲスト       1名 ｵﾝﾗｲﾝ参加   2名 

ビジター     13名 その他       0名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名 事務局      2 名 

 
 

 

 

ニコニコボックス  

纐纈公夫様（東京神田 RC） 

  はじめまして、本日は宜しくお願いします 

谷井玲様（東京紀尾井町 RC）  

  本日は宜しくお願い致します。 
浅野会員：例会に訪問いただきありがとうございま

す。この後の会長・幹事会も宜しく。 

若林会員：夫人誕生日。千代田グループの皆様 

ご来訪ありがとうございます 

荒川会員：みなさまようこそ 

飯嶋会員：社会奉仕委員会を担当します。皆様の 

ご寄付で成り立っております。ﾆｺﾆｺのご寄付を

宜しくお願い致します。 

吉沢会員：先日の 55 周年記念ﾁｬﾘﾃｨｰ公演！お陰様 

で無事開催。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

井関会員：ｼﾞｪｲﾌﾛﾝﾃｨｱの中村社長をお連れしました 

齊藤会員：OB を含む女子職員に向島「きよし」で還暦

を祝ってもらいました。泣きそうなくらいうれしか

ったです。 

次回予告  

第10回例会 2022、10，17（＃2357） 

 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  住吉君  

会費係 山田（俊）君 

       受付係  福田君    濱田君 

司会者      鄭君 

ソングリーダー  保科君 
 

オープン例会 

卓話「イノベーションと人財」 

三井物産（株）代表取締役社長＆CEO 

       堀 健一氏 

紹介者 保科会員 

会長報告 

1） 本日は、殊にコロナ禍では注目される「オンライン診療」についての卓話です。 

2） 米山奨学生のフさんの奨学期間は今月で終了致します。10月からは日本での就職も決まっております。  

記念品を贈ります。 カウンセラーの秋山会員には感謝状です。 

3） 今期はグループ内で互いの例会訪問をして情報交換をするよう嶋村ガバナー からの 

ご意見でした。本日は千代田6グループの第1回会長幹事会として皆様がお越しです。 

4）藤田会員のご長男誕生に、クラブとしてお祝いを差し上げたいと存じます。 

幹事報告 

1） 新入会員の歓迎会を１０月２０日（木））に開催致します。 開催日が木曜ですがよろしく 

お集まり下さい。 

2）11月６日には衛星クラブ、RACのチャーターナイトを行います。どのクラブにとっても一度 

切りの記念式典です。ひとりでも多くの方皆様に御参加下さい。運営上、当日出席出来 

なくても登録だけでも大歓迎です、よろしくお願い致します。 

3）青森災害義援金には、ニコニコボックスから加算して、50,000円を送金致しました。ご協力ありがとうございました。 

  本日の例会プログラム 

第 9回例会 2022.10.3（＃2356）      舞の間 

例会ホスト・紹介係   吉沢君  会費係     吉田君 

受付係    守屋君   荘村君 

司会者    鄭君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   保科君 

卓話「金融教育の必要性」 
    金融教育・ブランディングディレクター 橋本長明氏 

紹介者 加賀会員  
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 前回の報告  

第 8回例会 2022.9.26（＃2355）   鶴の間-西 

例会ホスト・紹介係   末竹君  会費係     木寅君 

受付係    荒川君   新保君 

司会者    山本君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ   濱田君 

卓話「オンライン診療」 
     ｼﾞｪｲﾌﾛﾝﾃｨｱ㈱代表取締役執行役員 中村篤弘氏 

                     紹介者 井関会員 

 

 

 
 

 

 
 

   2022〜23 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長    Jennifer E.Jones 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

河合が勝った大事件 
さくら共同法律事務所々長 河合弘之会員（8/29卓話） 
 

 

 

 

今日は、私の自慢話として、裁判で

勝った事件についていくつかお話し

したいと思います。 

 一つ目は、東京電力福島原発事

故に関する株主代表訴訟（東京地

裁）です。結果的には東電の役員 4

名に対して 13 兆円の損害賠償が

命ぜられました。これまでの世界最高の損害賠償額は、

英国の海に重油が流出した事件のときの 2 兆円で、しか

も 30 年分割でしたから、一括で 13 兆円の支払いが命じ

られたのはもちろん世界最高の記録です。 

 この訴訟では、福島原発事故で東電が受けた損害は役

員の過失で発生したのだから、役員個人が東電に対して

弁償せよという判決が出ました。私は 11 年前に株主から

提訴を頼まれて訴訟を起こしたので、11 年かかってこの

判決を勝ち得たことになります。東電は当時から津波は

想定外で責任はないと主張していましたが、想定外では

ありませんでした。判決では、震災前に東電の子会社が

15.7m の津波が来るとの予測を役員に報告していたにも

かかわらず、その役員は対策を先送りにしていたことが

指摘されました。再調査を土木学会に依頼してから事故

が起こるまでの 3 年間、何の対策もしなかったことは重大

な過失だというのが今回の判決の骨子です。 

 原発部門の 3 被告は対策の先送りを是認し、当時の経

営のトップだった 2 被告は、経営決定会議で 14.5m の津

波の可能性について報告を受けたにもかかわらず、対策

を取りませんでした。裁判所は、原発は事故が起きたら国

が滅ぶような施設なのだから、大企業のトップとしてさらな

る情報収集義務があったと判断しました。これは全ての

会社役員に対する警告にもなると思います。 

 個人が払えないほどの損害賠償を命じるのは非常識だ

という報道もあったのですが、実際に発生した被害金額

は、あるシンクタンクによれば最大 80兆円、最小 40兆円

ともいわれ、裁判所は、既に支払い済みの分として 13 兆

円の損害賠償を命じました。役員が賠償請求を受けたと

きのために役員責任保険があるのですが、原発事故の

損害は免責が世界共通原則です。それは、途方もない金

額で保険会社が倒産するからです。彼らはいずれ自己破

産の申し立てをしなければならないでしょう。 

 二つ目は、5 年前に起きたスルガ銀行不正融資事件の

訴訟です。約1000人の被害者が劣悪なシェアハウスを高

値で売り付けられ、計 1500 億円の負債を抱えました。融

資の際、普通は預金審査があるのに、不動産会社は預

金通帳を偽造し、銀行はそのまま審査を全部通しただけ

でなく、偽造の指導までした証拠が残っています。 

 

 

 

 

 

 

 このような訴訟のときに重要になるのが、誰と戦うかと

いうことです。この訴訟で一番悪いのは不動産業者なの

ですが、こうした悪徳業者は逃げるのがうまく、お金を取

り返すのが難しいため、まだ成果が望めるスルガ銀行を

対象にしました。そして、お金を支払わせるのではなく、債

務を免除させれば勝ちというふうに照準を定めたわけで

す。しかし、不動産業者を見逃すわけではなく、刑事告訴

されるのが嫌なら証言しろと言って、そうして集めた証言

を全てスルガ銀行にぶつけました。 

 銀行と戦うなら通常は集団訴訟になりますが、裁判は

10 年 20 年戦うことになるので、その間のローンで被害者

団体は崩壊してしまいます。ですから裁判ではなく、メディ

アや行政、代議士に直接訴え、株主総会に押しかけるこ

とを企画立案して、私が先頭に立って戦いました。元利を

支払いながら戦うべきかどうかということが問題になった

のですが、私は「支払うのをすぐにやめろ」と言いました。

すると、それによってカードは使えなくなってしまいます

が、毎月の支払いから解放され、戦える態勢を組めるよう

になりました。 

 第三者委員会で徹底的な調査を要求し、店頭でのデモ

抗議を 57 回行いました。それによって顧客が不安がり、

社員も意気消沈したことが非常に効きました。そして、お

金がない中でスルガ銀行の株を 100株買い、株主総会に

200人が出席して戦いました。その 1週間後、スルガ銀行

の弁護士から、物件を返してくれれば債務を終わりにする

ことを告げられ、1500億円の債務がゼロになったのです。

これは日本の金融史上空前絶後の記録ではないかと思

います。 

 ですから、世界記録と日本記録を持っていることが私の

自慢です。 
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 新入会員歓迎会 

～末竹・凪・金子・林野会員を囲んで～ 

   日 時：10 月 20日（木） 18：00～ 

   会 場：維新號 
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