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【 本日のプログラム 】 5月28日 夜間移動例会 「創立記念日を祝い、長寿会員を祝おう」 北京飯店
【 次回予告 】 6月4日 卓話 「健康はやさしい部屋づくりから」 きなりの部屋 代表 芥川 友慈 氏
【 第1764例会 】 平成27年5月21日（木） 【 司会SAA 】 池澤 利男 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 鈴木 洋子 君
【ゲスト】弁護士 滝本太郎 様、ガバナー補佐 磯部芳彦様、次年度ガバナー補佐 志村昌様

会長の時間

髙橋 政勝 副会長

会を北京飯店にて開催いたします。
【定例理事会報告】
①家族移動例会決算について承認。
②2015年4月度予算執行状況承認。
③5月28日夜間例会予算について承認。
④東慶州ＲＣ離就任式について予算承認。
⑤藤田重成会員について、藤田重成会員は、体調
不良の為退会の旨の話あり、当クラブの功労者
として推薦したい旨の話をした。後日理事会にて

髙橋 政勝副会長
ご挨拶

【ガバナー補佐引継ぎのご挨拶】

審議予定。
⑥内規・細則の変更について、6月11日例会にて賛
否を問うを承認 。
⑦ネパール大震災の援助協力について、クラブとし
て一人／1,000円を寄付する件承認。

委 員 会 報 告
磯部芳彦ガバナー補佐

幹事報告

お祝いの方々

志村昌次年度ガバナー補佐

親睦活動委員会

小栁 智裕 幹事

野口 宏 副委員長

①ネパール大地震の義援金1,000円、ご協力宜しく
お願いいたします

会員誕生日

中島 康次郎 君
苗加 真敬 君

5月22日
5月24日

②来週夜間例会、 創業記念日と長寿会員を祝う

配偶者誕生日 入江 普美 夫人

5月28日

会員数

出席者

44名

31名

出席率
81.58%

前々回修正 出席免除
81.08%

11名
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欠席者 7名(敬称略)
阿萬、原嶋、引田、板垣、小松、梅野、山崎

結婚記念日

創業記念日

番 桂柳 君
高橋 清 君

5月21日
5月27日

富澤 克司 君
北島 照介 君

6月1日
5月22日

富澤 克司 君

5月23日

団（宗教団体に限らない、集団の病理現象）
※学業放棄、家庭崩壊、 友人喪失、 借金、 やがて
「良いことをする」つもりで加害
※「悪意の殺人は限度があるが、善意の殺人は限
度がない」
※「人は宗教的確信に立つとき程、完璧に、しかも
喜んで犯罪をおかす（パスカル）」
一暴力団、軍隊、強烈な部活と違って、①もとも
と人たちばかり ②植えつけられた恐怖 ③思考能
力、意欲の低下-マインド・コントロール ④他者の心
をとんと理解しない ⑤強烈な選民思想 ⑥現実感
覚に乏しい ⑦違法行為を繰り返す、良いことをし
ているつもり ⑧組織はビラミット型であり、多くの
階層性
4 マインド・コントロールとは、様々な心理操作の手
法を有機的かつ継続的に使い、対象者の価値
観や信念体系を、操作されている認識が不十分
なまま転換させる行為。
個別のテクニックは下記－悪徳商法対策と似て
いるが、勧誘者は「良い人」なのが特徴。
①テニスとかいろいろサークルさあ、人生のことも
考えたいし←赤頭巾ちゃんテクニック
②ちょっとだけ、アドレスだけ ←ローボールテクニッ
ク
③すごいっ！ 真面目なんですね ←賞賛手法
④「あなただけ」 「今回限り」 ←人・もの・時間の
限定＝稀少性の原理
⑤何々してもらった、費用を出してくれた ←返服性
の原理
⑥このままだと云々、恐怖感 ←恐怖説得
⑦○○賞、○○博士、すごいんです←権威の原理
⑧ほら皆やってます ←同調性の原理
⑨やりながら考えればあ。まず実践 ←既成事実の
重さ
⑩今度は何時としよう。明日の約束したよね、よろし
く ←コミッメント
5 マインド・コントロールへの対応－予防策はチラシ
を参照に
①相手の所属・地位を確認する ②別の場所には
絶対行かない ③「あなただけ」 「今回限り」に
要注意 ④勧誘の内容が変わったら間違いなく
危険、即座に断る ⑤恐怖感をあおってきたら、
直ちにその場を去る ⑥専門性を疑え ⑦あまい
言葉を信用するな ⑧「借り」をつくらない、借り

米山功労者マルチプル 藤田 方巳 会員

卓

話

「あれから２０年、どうなるオウム真理教・
カルト問題」
弁護士 滝本太郎 様

1 オウム事件の恐ろしい特徴－2つの重要なこと
①日本は、無差別大量殺人のため、核爆弾を2度、
貧者の核兵器サリンを2度、使われた国となった。
あのままだったら70トンのサリンを撒かれた。
②教祖以外にあって、良い人が良いことをするつも
りで実行した「宗教殺人」。
2 1995.3.20－地下鉄サリン
①止められた筈（1995.1.4 永岡VX事件など－スミ
チオンを筆者に嗅がせた警視庁）
②これがあったから強制捜査ではない。仮谷事件
で強制捜査するのに監視してなかったから地下
鉄サリン事件。
③1995.3.22～6月末は、強制捜査の手法を使った
内線だった。
3 破壊的カルトとは、代表または特定の主義・主張
に、絶対的に服従させるべく、メンバーないしそ
の候補者の思考能力と思考意欲を著しく低下
ないし停止させ、隠された目的のためには、違法
行為（刑事・民事・行政上）も繰り返してする集
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に負い目を感じない ⑨「権威」をもちだしたら怪
しいと思え ⑩１ヶ月は決断をのばす ⑪インター
ネット上の匿名での心の交流にも注意

設の把握、那須御用邸に滞在されていた皇太子
ご夫妻への違法行為防止のため」と指摘し、「正
当であることは明らか」など。
オウム真理教犯罪者支援機構相手
・調停－機構が、賠償金支払いと著作権問題につ
き申し立てて、係属中
社会相手
・2015.1.15会見、サリン被害者さかはら氏が取り込
まれたか、荒木密着の映画を作ると。
・その外、記者会見などせず閉鎖的なまま。
・家族らも連絡が取れない傾向
4 教祖一家の状況－メディアを委縮させる手法
・麻原長男が、東京放送あて、2014.1特集放送で
顔は隠されたが歩く姿の慰謝料請求訴訟
・麻原三女が、2014.12.9産経新聞相手に「幹部認
定」表現での訴訟
・離れたのは4女のみ、長女は不安定、三女が2015.
3.20本出版、三女・二女がブログ開設
・三女が2014.12.9公安調査庁に対し「幹部」認定
取り消しと名誉棄損請求
・2014.10以降、長男がアレフに対し、名前と写真使
用の差止め、4000万円賠償請求、12月三女が構
成員の不法行為の監督責任について損害賠償請
求
一教祖妻・二宮「正悟師」・次男VS三女・次男の
構図は、本当か又は自作自演か。－出家者2名除名
という2014.5.15通達はある。
5 ひかりの輪（上祐グループ）－対外訴訟
2014.11.7－国を被告に3円損害賠償請求、公安
調査庁が提出した調査書に名誉毀損と。
2015.1の観察処分更新につき、初めての訴訟をす
るのか注目される。
6 ひかりの輪の状況－メディア露出、対談などの
対社会工作
・警視庁公安部2014.8.6家宅捜索。旅行業者の登
録なく「聖地巡り」旅行を企画・実施
・20151更新の3年ごとの観察処分につき、初めて
訴訟を提起するかどうか。
7 その他分派
・2014.12.8ケロヨンクラブのリーダー北沢優子－最
高裁が上告棄却、懲役8年確定－2005年9月、部
下に指示して女性メンバー竹刀でたたき死亡させ
た。

そもそも①組織に入る怖さ、「状況は人を拘束する」
の怖さを知っておく。
②世の中にはワルがいる。「よい子」のまま
は困る。
③人生には、誰でも付け入られる隙間がで
きるタイミングがある。
オウム真理教－最近の動き
（20年間については、日本脱カルト協会サイトや滝
本ブログを参考に）
1 団体状況－公安調査庁－2014.11末現在の信者
1,650名、財産6億9千万円
2 刑事事件
高橋克也－2015.4.30地裁判決、地下鉄サリン運
転、VX事件、長期逃亡－無期懲役
平田信－2014.3.7求刑12年に対し9年。高裁201
5.3.4判決－量刑そのまま。
菊地直子被告－2014.6.30に求刑7年に対し殺人
幇助などで5年、高裁へ。
新実死刑囚妻の強要罪－2014.11、懲役1年6か
月猶予4年、精神的に不安定で各所で混乱。
3 アレフ－入谷施設同様に「宝樹社」や信者名義
での不動産取得は？ 足立区相手－そのサイトを
ご参照。条例を更に改正
・都市ガス配管のための道路占用許可訴訟は、区
側が2013.7.3最高裁でも勝訴
・条例－無差別殺人をした団体の報告義務－違反
の科料5万円決定については、東京高裁で2013.1
0.31逆転敗訴し、最高裁2014.5.9決定でも区側の
敗訴確定
・有料駐輪場利用の拒否につき、一出家者の慰謝
料請求は区側勝訴、高裁にて和解2015.2
・ゴミ収集拒否訴訟は、地裁で係属中
国相手
・入会金詐欺の無罪確定判決（2014.3.14大津地
裁）の後、メンバー3名が国家賠償訴訟、2014.10.
9京都地裁判決－国・滋賀県が勝訴
・三女の請求棄却、さいたま地裁「尾行は正当」－
栃木県警に尾行や盗聴をされ精神的苦痛を受け
たとした国賠請求が2014.12.2判決。「尾行は逃走
中だったオウム真理教元幹部らの発見や教団施
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お帰りなさいませ

スマイルボックス

石川 健次

横澤会員

委員

本日 \32,000

累計 \686,750

度に向け、心強く安心いたしました。お身体を大
切に宜しくお願いします。
入江 公敏 君
滝本先生、本日の卓話楽しみです。横澤さん久々
にお元気な姿を見て安心しました。妻の誕生祝い
ありがとうございます。
高橋 清 君、古郡 清 君、長野 俊八 君
横澤さんお帰りなさい。元気になってなにより
です。磯部ガバナー補佐、お疲れ様でした。あとも
う少しですね。
高橋 清 君
結婚記念のお祝い頂きありがとうございます。
北砂 明彦 君、橋本 吉宣 君
横澤先輩、お久しぶりです。 しば らくぶりにお
顔を拝見出来てうれしいのでスマイルします。
神作 彰 君
横ちゃん、無事生還嬉しいです。良かった。良かっ
た。
富澤 克司 君
結婚記念日のお祝いをありがとうございます。
横澤さん退院おめでとうございます。
苗加 真敬 君
先日、私の祖母が107歳でこの世を旅立ちまし
た。大和市で長寿2番目だそうです。お誕生日あ
りがとうございます。
鈴木 洋子 君
御無沙汰しております。久々のロータリー、少し
緊張しています。宜しくお願い致します。
中島 康次郎 君
明日で65歳になります。自分なりに一区切りと
思います。これから自分の居所を見つけたいと思っ
ております。皆様、今後ともご指導宜しくお願いし
ます。
石川 健次 君
滝本先生の卓話楽しみにしていました。横澤さ
ん、例会場の再デビューおめでとうございます。
鈴木 洋子さんもお久しぶりです。磯部AG、志村
次年度ＡＧようこそ。

磯部 芳彦 様（座間RC）
本日、次年度ガバナー補佐の紹介に参りました。
宜しくお願い申し上げます。
志村 昌 様（海老名RC）
次年度ガバナー補佐としてお世話になる海老
名RCの志村です。ご挨拶に伺いました。宜しくお
願い致します。
山崎 賢二 会長、髙橋 政勝 副会長、
小栁 智裕 幹事
本日の卓話を頂きます弁護士の滝本太郎様、
ようこそいらっしゃいました。「あれから20年どう
なるオウム真理教裁判」をテーマにお話を頂ける
とのことなので、どうぞ宜しくお願い致します。横
澤会員、ご無事のご帰還おめでとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。磯部ガバナー補
佐、志村ガバナー補佐エレクト、ようこそいらっしゃ
いました。本日は宜しくお願い致します。
橋本 日吉 会長エレクト、辻 彰彦 副幹事
磯部ガバナー補佐、志村次年度ガバナー補佐、
ようこそお出で頂きました。今後とも宜しくお願い
致します。
横澤 創 君
お陰様で、無事に帰ってまいりました。皆様から、
励ましのメールやお見舞いをありがとうございま
した。ボチボチですが、社会復帰をしてまいります。
橋本 日吉 君
横澤さんお帰りなさい。お元気に快癒良かった
ですね。これからロータリーを楽しみましょう。
上田 利久 君
横澤さん、久しぶり、お元気でお逢い出来、こ
んなに嬉しいことはありません。共にガンをコント
ロール出来る時代に感謝しています。
松崎 正実 君
①滝本さん久しぶりです。昔と変わらず驚いてお
ります。今でも兄上様にはお世話になっていま
す。
②ヨコちゃんおえかり！
辻 彰彦 君
横澤さんの、退院おめでとうございます。次年
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