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上杉

豊明

作家、司馬遼太郎氏はその著書の中で、「ひとびとに恒心がなければ、社会はくずれる」と語り残している。
もともと「恒心」という言葉は、孟子の「梁恵王」（上篇）の「恒産無ければ困りて恒心無し」より出た言葉
であったかと思うが、「一定の生業、定職がない者には、不動の心、不変の心が備わっていない」という意味に
なる。「恒心」とは「ぶれない心」と理解してもよい。心が不変にしてぶれないのは確固とした中心確が存在す
るからである。その中心確を常に形成させしめるものは「恒産」である、というのである。言うまでもなく確か
な生業、職をもつということは、そこに生活が成り立つことに他ならない。
「世の中は、喰うて稼いで寝て起きて、さて、その先は死ぬるばかりぞ」とは、かの一休禅師の言葉である。
極めて自然な基本の暮らしの断面を躊躇なく切って取る一休の言動に狂いはない。それは誰の心にもぶれない響
きをもつ。換言すれば、ありのままの現実を見据えて、全力をかたむけることが大切なのだ、と教えている。そ
れは気力、力の配分が極めてラジカルであり、分散しない生き方である。人が生きるということ、暮らしが成り
立つということの条件は、そういうことだと思う。
社会を構成する個々の人間が、みな中心核を持ち、歯車のように滑らかに回る。そういう社会、世の中は決して
くずれないのであり、壊れない、と司馬遼太郎氏は語るのである。以上は私見であり、あくまでも私釈である。

2961回 2016年5月12日 例 会

於：アパホテル＜小松グランド＞

★各委員長報告
◎ 地区委嘱状伝達 ロータリーリーダーシップ研究会
ディスカッションリーダー：堀 伸市 会員
◎ 米山功労者マルチプル④ 感謝状贈呈

小林
◎ 米山功労者マルチプル②

幹雄 会員

感謝状贈呈

八十山和代 会員
◎ 米山功労クラブ 第３５回

感謝状披露

堀 伸市 会員

小林 幹雄 会員

八十山和代 会員

会員卓話
「 不貞慰謝料の相場 」

出口

勲

会員

「一生に一度は不倫をしよう。」は，インターネット等でよく見かける広告ですが，ＸとＹの夫婦がいて，夫婦
ンターネット等でよく見かける広告
広告
告ですが ＸとＹの夫婦がいて 夫婦
したとき，ＹやＺが，Ｘに対して支
の一方（Ｙ）がＺと不倫（不貞行為）をしたとき，ＹやＺが，Ｘに対して支払うべき標準的な慰謝料の額，が今
維持という権利又は法的保護に値す
回の話題です。不倫は，婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利を侵害するので（最高裁平成
義務が発生し その相場は 結論から
８年３月２６日判決），慰謝料の支払義務が発生し，その相場は，結論から言うと２００万円程度です。もちろ
ん，全ての事案で一律２００万円というわけではなく，個々の事情によって増減するのですが，２００万円を超
えた慰謝料の支払いが命じられる事案は，それ程多くありません。確かに，不倫の結果，ＹＺに子どもができて，
ＹＺが同居し，ＸＹが離婚するという事案などで，２００万円を超える慰謝料の支払いが命じられる可能性が高
いとはいえますが，既払いの２０万円を含めても２００万円にとどまると判断された事案もあります（東京地裁
平成２４年１２月２５日判決）。また，不倫の結果，ＸＹが離婚した場合，別居した場合，同居のままの場合と
で，それぞれ慰謝料の額が劇的に変わるかいえば，そうでもなく，ＸＹの婚姻期間，性交渉の回数や不倫期間に
よって，慰謝料の額が劇的に変化するかといえば，そうとも限りません。慰謝料額を少額にとどめる裁判例もあ
る一方で，現にその事件を担当する裁判官が，同じ様に認定してくれる保証は，どこにもないのです。
『Ｙが，独身Ｚに対して，執拗に不倫継続を求め，ＹＺの関係解消後もＸＹは同居を維持し，ＸがＺだけに慰
謝料を請求した』という事案でも慰謝料２００万円を命じる判決（地裁小松，判決日は秘密）もあれば，同窓会
で再会したＹＺの１夜の不貞行為で，ＸＹが別居に発展していなくても，慰謝料１５０万円を命じる判決（東京
地裁平成２４年８月２１日）もあったりするのです。
ＹとＺの責任は，基本的に同じですが，稀に異なる額の支払いを命じることもあります。例えば，地裁小松平
成１９年１０月５日判決は，Ｙに８００万円，Ｚに２００万円の支払いを命じ，金沢家裁平成２０年８月２７日
判決は，Ｙに３００万円，Ｚに１５０万円の支払いを命じています。このような場合でも，ＹとＺは，それぞれ
別々に責任を負うわけではなく，例えば前者で，ＹがＸに８００万円のうち２００万円を支払いさえすれば，Ｚ
は１円もＸに払わなくてよい，ということになるのです。
ＹＺ不倫開始のとき，ＸＹの婚姻関係が破綻していたのであれば，Ｚが責任を免れる余地はありますが，単に，
ＸＹが別居をしていたとか，Ｙから破綻している旨聞いていた，というだけでは，責任を免れないと考えた方が
無難です。その一方で，Ｙが結婚していると知らなかった，Ｙの「離婚している」を信じていた上で，ＸＹの婚
姻関係を知って（あるいはそれ以前に）ＹＺの関係を解消したのであれば，Ｚが責任を免れる可能性は高いとい
えます。
メールで不倫を疑う事案は多いのですが，親密な交際を内容としたメールだけで不貞行為が認められる可能性
は低く，調査費用をかけて不倫の証拠を握っても，調査費用の一部ですら，裁判官が賠償を命じてくれる可能性
は低いというのが現実です。例えば２０７万円の調査費用をかけて不倫の証拠を掴んでも，２１０万円（内１０
万円は調査費用の賠償として）の支払義務しか認めない，という判断もあったりします（東京地裁平成２５年５
月３０日）。ＹやＺの経済力も，裁判官の認定する慰謝料の額には，ほとんど影響しないと考えて差し支えない
でしょう。不倫は，違法行為ですが，犯罪ではなく，裁判所の命令に反して慰謝料を支払わなかったとしても，
刑務所に入ることはありませんが，卓話者の経験上，不貞慰謝料の事案では，たとえ長期の分割になったとして
も，ほとんどの事案で，裁判所の命じる額の支払いがなされています。

メークアップ届

例会報告
2016年5月12日（木）
アパホテル＜小松グランド＞

4／14
4／28
4／29

４月定例理事会 上杉、橋浦、德田、上出、福島、中田一於、数左、中西、斉藤、澤矢、中澤
第２回予定者理事会 杉本、八十山、中西、福島、德田、中澤、出口、本村、那谷、谷内、蓮井正樹、岡田、川腰
石川第２分区８ＲＣ親睦ゴルフ大会 福島、原後、本田、数左、中田一夫、中川、中橋、中西、西、斉藤、澤矢、

会員数 60名 出席数 43名
欠席数 17名 出席率 71.67％

5／10

第１１回ミニフォーラム 上出、原後、川腰、小林幹雄、岡田、新谷、山本、安藤

高野、谷内、寺田、本村

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

出口会員、卓話有難うございました。この世
に、男と女がいる限り絶えない問題ですね。こ
ういう有様のことを仏教では「重々因縁」とい
います。野に５月、山に緑、良い時節を迎えま
した。

德田八十吉

西

出口会員、本日は卓話誠に有難うございまし
た。昨日より、サイエンスヒルズこまつで「こ
まつの美」が開催されています。チケットを受
付に置いてあります。ぜひお運び下さい。

５月１０日、一般社団法人小松能美建設業協会
の総会が開催されました。私、４期８年間を大
過なく職務を全うして終える事が出来ました。
ちょうどリーマンショック発生時からで、東北
大震災もあり、激動の 8 年間でした。後任が堀
伸市さんであり、安心して引き継ぐことが出来
ました。堀さんにエールを送ります。

嶋田俊一郎
杉本

雅規

出口さん、卓話有難うございました。出口さ
んのお世話にならないように日々精進したいと
思います。

昨年結婚した長女が、家を新築しました。今
度は１５日に引越しです。あとは、初孫をまつ
ばかり 、、、、、。

2962回 2016年5月19日 例 会

正次

於：アパホテル＜小松グランド＞

卓話

「 音楽から得るもの
もの 」
管楽器修理・調整 ㈱
音楽工房 Ｗｉｎｄ−Ｊａｍ
ａｍ
代 表

大久保 雅 春

様

紹介者

例会報告
2016年5月19日（木）
アパホテル＜小松グランド＞

八十山和代会員

メークアップ届
5／12

５月定例理事会 上杉、杉本、橋浦、德田、出口、松多、数左、中西、斉藤、嶋田、西、澤矢、中澤

会員数 60名 出席数 40名
欠席数 20名 出席率 66.67％

ニコニコ BOX
ニコニ
杉本

雅規

大久保雅春様、卓話と美しい音色有難うござ
いました。次年度、夜間例会でも演奏を予約さ
せて下さい。

橋浦

隆

大久保様、お忙しい中、卓話にお越し頂き有
難うございます。以前に、息子がお世話になり
ました。今後益々のご活躍をお祈り致します。

寺田

英夫

大久保様、お忙しい中、卓話頂き有難うござ
います。今日は、大久保さんとは知らずに例会
に来ました。ビックリ。是非、小松ＲＣのメン
バーになって下さい。今後益々のご活躍をお祈
り申し上げます。

德田八十吉

八十山和代

大久保様、本日はお忙しい中、卓話有難うご
ざいました。パソコンの調子が悪くて申し訳ご
ざいませんでした。私事ですが、今日はテレビ
のロケです。モーニングショー「継ぐ女神」宇
賀なつみさんが東京で本番を終え、錦窯に来ま
す。見学ＯＫだそうです。義援金、幹事名で
ＦＡＸが行ったと思います。理事会決定なので、
申し訳ございませんが何卒宜しくお願い致しま
す。

大久保さん、本日はお忙しい所、貴重な卓話
をして下さり、有難うございます。大久保さん
の一つひとつの手仕事の修理で小松の吹奏楽の
楽器が成り立っています。小松の大切な存在で
す。今後のご活躍を祈っています。

出口

勲

大久保様、本日は楽しい話と素晴らしい演奏
を有難うございました。益々のご活躍をお祈り
申し上げます。

斉藤

浩

大久保さん、本日は卓話を頂き有難うござい
ました。また、小松ロータリークラブ入会候補
へのご登録ありがとうございます。（笑） 音楽
協会のリーダー先駆者として、益々、音楽の魅
力を地域に伝えられる様に、ご活躍を期待して
います。

2963回 2016年5月26日 例 会

於：アパホテル＜小松グランド＞

卓話
「 心を育む日本の文化遺産
〜 唱歌は心のサポーター 〜 」
太郎田真理トーク＆ミュージックスタジオ
主 宰

太郎田

真理

様
紹介者

例会報告
2016年5月26日（木）
アパホテル＜小松グランド＞
会員数 60名 出席数 38名
欠席数 22名 出席率 63.33％

メークアップ届
5／21
5／24
5／25
5／25

第２１回日本青少年交換研究会 東京会議 川腰
小松東ＲＣ 中田一夫
5／24
家庭集会
野尻、上杉、中川、中橋、玉作
職業講話（小松商業高校） 出口、松多、寺田、濱本、髙木
小松商業高校インターアクトクラブ例会 上杉、松多、出口、濱本

野尻

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

岡田靖弘会員

豊明

太郎田真理様、卓話有難うございます。歌の
素晴らしさをこれからも伝えてください。熊本
への義援金、会員の皆様の暖かい応援をお願い
します。

德田八十吉
太郎田真理様、本日はお忙しい中、卓話を頂
き誠に有難うございます。大変勉強になりまし
た。６月１日から６日まで、石川の伝統工芸展
が名鉄エムザで開催されます。入場無料です。
是非お運び下さい。

順滋

岡田

太郎田様、今日は卓話有難うございました。
僕の母も、昨年中学生二人が命を落とした事件
をきっかけに唱歌を見直し、書にしたためてい
ます。
「心を育む唱歌」、益々のご活躍をお祈り
申しあげます。

濱本
出口

勲

太郎田様、本日は素敵な卓話をありがとうご
ざいました。益々のご活躍をお祈り申し上げま
す。２５日、小松商業高校で職業講話が行われま
した。講師を引き受けて下さった、松多さん、
寺田さん、濱本さん、髙木さん、ありがとうご
ざいました。

●宝友会

靖弘

太郎田様、大変お忙しい中、卓話ありがとう
ございました。今後とも元気で、ご活躍の程お
祈り申し上げます。萩原さんに、お礼をいって
いたとお伝え下さい。

学泰

太郎田様、本日は貴重なお話と唱歌を有難う
ございました。日本人の大切なもの、大切な心
を思い出すことができました。益々のご活躍を
お祈りしております。
さて、
太郎田様ともご縁を
いただいております、現在私が会長をさせてい
ただいております小松市倫理法人会で、明日、
当会の塚本会員に第８００回記念の講話をして
いただきます。明日６時にホテルサンルート小
松にてお待ちしております。

●小松RC・小松IAC・小松RAC
３クラブ合同熊本地震募金活動

5月27日
（金） 於：料亭 一浪

5月２8日
（土） 於：小松駅

5月誕生祝い
1日 中西

忠彦会員

4日 中澤

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 !

宏介会員

10日 生水

敏雄会員

ニコニコBOX5月末の累計金額 1,231,800 円 !

