
第1716回例会　2012.12.20　晴

　クリスマス親睦例会（家族・アクト合同）

　場所：英国風パブ・HUB船橋店　　時間：18時30分～21時

　○ 1,000円程度のクリスマスプレゼント交換が行われ、楽しい夜間例会でした。

◎本日の出席状況

　出席：28名中（27名）17名　62.96％

　欠席：藤井・岩浅・大原・守屋・大家・織戸・瀧・重田・柴田・斉藤（守）・（武市）各会員

◎メークアップ：12月20日分　藤井・岩浅・大家・大原～理事会

◎ご家族　　　：遠田なほみ様・斎野安奈様・金子事務所社員１名・お子様２名

◎アクト　　　：岡直樹・沼崎聖子・成瀬麦彦様

◎ゲスト　　　：米山奨学生　褚　笑雲様
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戸澤直前会長ご挨拶

国立新美術館にて、
全日本書芸文化院　山口習明　師範

クリスマス例会
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大原幹事

　　幹事報告はありません：鈴木会長

◎臨時理事会報告

　１．重田　裕嗣会員の退会について

　※職場移転のため退会を承認しました。今月末の会員数は26名です。

・いろいろ楽しい想いでが浮かびます。本当にお世話になりました。感謝！ 戸澤　寿史

・お世話になりました。ロータリーは素晴らしい。 戸澤　寿史

・佐々木さん・藤代さん・高橋さん、国立美術館にわざわざ、私の書を見に来ていただき誠にありがとうご

ざいました。私は師範です。 山口　習明

・山﨑さん，母子ホームクリスマス例会お疲れ様でした。私もクリスマスを一緒に過ごす家族を大事にしま

す。 鈴木　崇

・クリスマス例会参加させていただき、楽しかったです。 度会　一也

・皆様、クリスマス例会ご出席ありがとうございます。戸澤前会長、残念です！いなくなったら悪口を沢山

言っておきます。 鈴木　恭浩

・本日夜間例会・鈴木会長バンザイ！東ロータリーは永遠に不滅です。クリスマス忘年会ありがとう。

 岡田　敏男

・メリークリスマス。いつでも　どこでも　だれとでも　うれしい　たのしい　しあわせだ。ツイテル　　

ツイテル　ありがとう！ 大久保　忠男

・高橋親睦委員長、今日は楽しい会をありがとうございました。 山口　習明

・習明師範、素晴らしい書を拝見出来てとても幸せでした！ありがとうございました。 高橋　純代

・楽しい夜間例会ありがとう。親睦委員の皆様に感謝、会場の選択に頭を悩ませるでしょうが、今日は残念

ながら例会には×。もう少し考慮しましょう。 遠田　毅

・この会場は 悪だな。 佐々木　光博

クリスマス例会会計報告

収入の部

備　　考金　　額項　　目

2,000円×22名44,000会　 　 費

第1716回例会81,000例 会 食 費

125,0000合  計

支出の部

英国風パブ・船橋HUB125,000円パーティー費

幹 事 報 告

　 12月20日　12,000　　累計　469,000円　今週のニコニコ BOX



第1717回例会　2013.１.10　晴　司会　度会会員

　国歌　「君が代」

　ロータリーソング　「奉仕の理想」

　指揮　伊藤会員

◎本日の出席状況

　出席：26名（25名）中20名　80.00％

　欠席：守屋・松本・斉藤（英）・斉藤（守）・佐々木各会員

◎ゲスト：船橋東RAC　沼崎聖子様・米山奨学生　褚　笑雲様

鈴木（恭） 会長

　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

　会長就任から半年の折り返しを迎えておりますが、裏から考えるとまだ半分もありますので、ご指導をよ

ろしくお願いします。

　ここのところよる例会や年末年始のお休みで、会長挨拶を考えるのもほぼ一月ぶりということで、朝から

順調に文章を作成…しようと思ったのですが、自分のコンピュータが立ち上がらなくなっており、今もまだ

回復しておりません。仕方なくiPad miniで急遽作成しています。

　いつもあると思うものが急になくなったり使えなくなることは、予期はしていても実際に直面すると大変

困るものです。いろいろな備えもしていますが、時間的な損失や復旧の手間などがどうしても掛かってしま

います。

　以前の…相当昔のお正月といえば、営業しているお店は一切なく、おせち料理だけで１月３日までを過ご

さなければならなかったと記憶しているのですが、 近はコンビニエンスストアはもちろん、スーパーやデ

パートまで元旦から営業するところが珍しくなく、飲食店も多くが開店しています。携帯電話で待ち合わせ

の約束がルーズでも大丈夫になったし、海外からでも連絡できるし、夜中でも他の家の人に気兼ねなく連絡

できるなど便利になりました。

　その便利さに頼った生活をしているだけにその便利さを失った時はそれまで以上の苦労を感じることとな

会長あいさつ

1/12、船橋中、贈呈した横断幕前で １月誕生月の大久保会員、山口会員 本日の卓話大家会員



ります。これは 近のものに限らず、火打石から考えるとマッチは画期的に利便性が高いもので、それ以前

の火おこしから考えれば、火打石もハイテクだったと思います。

　もう一昨年になりましたが、震災の際のいろいろな不便を思うまでもなく、出来るなら文明の産物に頼ら

ないような生活をしたい、災害が事故にあっても生きていけるようにしたいと思いながら、やっぱりぬくぬ

くと暖かい部屋で怠惰に正月を過ごしてしまいました。

大原幹事

１．１月のロータリーレートは１ドル82円です。

２．補助金管理セミナー開催について

　　（クラブのMOU（覚書）締結のための必須セミナー

　　日　時：２月２日（土）13時30分～16時30分

　　場　所：千葉商工会議所12Ｆ研修室Ａ

　　義務出席者：会長エレクト藤代会員　次年度財団委員長予定者か次年度幹事のいずれか１名

　　※覚書に現会長エレクト・会長ノミニーの署名し、当日持参のこと

３．日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会のお知らせ

　　（第24回JGFR沖縄大会実施要項）

　　日　時：３月18日（月）琉球ゴルフ倶楽部

　　登録料：15,000円（賞品代・懇親会費・通信費他）

　　※回覧致しますので、出席希望者は事務局まで

４．新年家族会のお知らせ（再報告）

　　日　時：１月26日（土）18時30分～21時　※１月24日振り替え休会

　　場　所：ホテル・ザ・マンハッタン

　　会　費：会員15,000円（献金5,000円含）家族・アクト 5,000円

　　締切り：１月10日

５．下期会費納入のお知らせ

　　会費・アクト助成金141,000円の納入をお願いします。詳細はメールボックスに

６．第２分区IMについて（全員登録）

　　日　時：２月20日（水）　14時30分：登録　　15時：点鐘　　19時30分：閉会

　　場　所：フローラ西船

　　※登録料6,000円の内3,000円はクラブ負担　3,000円は個人負担です。

　　※参加者一覧表を回覧致しますので、氏名を記入ください。

７．１月12日（土）・13日（日）は「少年学童野球　第６回船橋中野球教室」です

　　１月12日（土）に始球式を行います。集合は７時45分　場所船橋中学校庭です。

　　新世代委員会より協賛金５万円とクラブより横断幕の寄贈を行います。時間のある方はご参加くださ

い。

　　※その他報告書回覧します。

理事会報告（１月定例）

１．船橋東ローターアクトクラブ　次年度よりの休会について

　　会員減少のためクラブ運営が出来なくなったため休会としたいと申し出がありました。

幹 事 報 告



　　ａ）クラブの細則の変更について

　　　　クラブ細則第10条　委員会の任務

　　　　第２節　奉仕プロジェクト統括委員会

　　　　（Ｃ）新世代委員会（アクト）・・・・・・・の項目を削除するか？

　　ｂ）助成金の削除（会員年間12,000円）

　　※何時でも復活出来るよう、クラブ細則は現状のままとする。各会員から協力頂いている助成金分は次

年度から削除する　事に決定。

２．第36回シニアーRYLAセミナー参加について

　　日　時：３月１日（金）～３日（日）　２泊３日

　　場　所：千葉県鴨川青年の家　千葉県鴨川市太海122－１

　　参加者：ロータリアン（各クラブ１名以上・地区委員は除く）

　　青少年：男子１名・女子１名以上

　　登録料：１名10,000円

　　締切り：１月31日迄

　　※青年男子１名は三木証券社員さんにお願いする。ロータリアンは新世代委員会から１名の予定

３．クラブ一般会計半期報告について（別紙資料）

　　※報告通り承認

４．ガバナーノミニー（2015－16年度ガバナー）指名案の提出要請

　　提出期限　２月15日まで

　　※２月の理事会に再提案する。

５．東ケ崎潔記念ダイアログハウスへの募金依頼について

　　※クラブとしての対応は行わない

◎委員会報告

　雑誌会報・広報委員会 クラブ広報統括委員長　遠田会員

　　ロータリーの友１月号より

　　　（p1） 田中作次R.I.会長メッセージ　ロータリーバッヂについて

　　　（p5～) ロータリーの友　創刊60周年に因んで特集

　　　（p17～） ロータリー理解推進月間　新しいロータリーを知る

　　　（p27） ポリオ撲滅サイクリング

　　　（p43） 国際大会に参加しましょう

　　　（タテ19） 友愛の広場　コーヒーの効用

　　　（タテ２） 好奇心は人生の栄養　作家　竹田真砂子

　　１月号は読みごたえがありますので是非目を通して下さい。

　親睦委員会

　　三つのお祝い　１月会員誕生：山口・大久保各会員　

　　　　　　　　　　　夫人誕生：相澤はな子様・大久保孝子様・柴田ミトリ様

　　　　　　　　　　　結婚祝い：柴田・金子各会員

　アクトクラブ 沼崎幹事

　　次年度アクトクラブは休会となりますが、あと半年よろしくお願いします。

　　本日例会がありますので出席願います。



　米山奨学生

　　褚 笑雲さんへの奨学金の授与とあいさつ

　　皆さん　こんにちは

　　改めて、あけましておめでとうございます。

　　日本に来て、３年目の新年を迎えることができ、とても嬉しく思います。思えば、2012年には楽しい思

い出がいっぱいありました。

　　日本では、毎年12月頃に、京都の清水寺が「今年の漢字」を発表するみたいなので、私もこれにならっ

て、「自分の漢字」をまとめてみました。

　　ちなみに、皆さん、2012年の漢字というのはご存知でしょうか？

　　実は2012年の漢字は「金」という字でした。

　　ロンドンオリンピックでの過去 多のメダルラッシュ、山中（伸弥）教授のノーベル賞受賞など数々の

「金字塔」が打ち立てられました。他にも932年ぶりに全国的に観測された金環日食、自立式電波塔として

世界一の高さとなった東京スカイツリーの開業、消費税や生活保護などお金が関わる問題の多発などが主

な理由でした。「金」は2000年にも選出されており、初めて複数回選出された漢字になりました。

　　私の2012年の漢字は「笑」です。今年はロータリー米山奨学生になり、船橋東R.C.の皆さんのおかげ

で、様々な経験ができました。沖縄旅行も一緒に行って楽しみましたし、卓話の時にとても緊張しました

が、 後みなさんの拍手と笑顔を見ることができました。クリスマスパーティーもおいしいお菓子をいた

だいて、嬉しかったです。大久保先生の笑いヨガからも、たくさんアイディアをいただきました。ありが

とうございます。また、就職も決まりましたし、学会発表も経験しました。本当に笑いの多い一年でした。

　　もちろん、これからの2013年も精いっぱい頑張りたいと思います。さらに４月から社会人になるので、

日本で働く外国人として仕事をはやく一人前にできるように努力したいです。

　　以上です、ご静聴ありがとうございました。

　本日の卓話　

　　　「暴力団等反社会的勢力に対する基本的対応」

 弁護士　大家会員

１　反社会的勢力と民暴事件

　　反社会的勢力（暴力団、標榜右翼、標榜同和、フロント企業）との関係遮断。

　　平成19年６月「企業の反社会的勢力による被害を防止するための指針」

　　（政府の企業指針：犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ）

２　今日の反社会的勢力（狭義の民暴事件）の動向

　　・主要団体への集中化、山口組の６代目と関東進出、一極集中

　　・組の「逆」三ない主義（入れない、出さない、話さない）

　　・資金源の多様化、悪質化、巧妙化（ヤミ金・振り込め詐欺）

　　・活動の不透明化、潜在化（合法化の仮面）

　　　　暴力団対策法：指定暴力団の構成員の一定の行為の封じ込め、特定危険指定暴力団・特定抗争指定

暴力団　組長の「使用者」責任と立証責任の転換

３　「民暴事件」の対応：三ない主義（恐れない、払わない、使わない）

　　　「恐れない」：毅然としつつも「怖い」を前提に慎重に組織的対応。

　　　　　　　　　絶対に担当者を孤立させない。複数対応。証拠化（録音）



　　　「払わない・使わない」

　　　　　　　　：被害者から加害者へ（cf福岡県暴排条例／千葉市暴排条例）

　　　　　　　　　（調査・勧告、公表、利益供与罪）暴排特区：利益供与罪

※４　千葉県暴排条例（「早わかり千葉県暴力団排除条例」）

　　　平成23年９月１日施行。条例による全国暴排包囲網。

　　　　被害者から加害者へ。千葉県暴力団追放県民会議による情報提供

　　　利益供与の禁止について

　　　　23条１項：対価性のある取引 　　 （調査）・取引拒絶の根拠。活用

　　　　　　３項：対価性のない取引 　　  調査・勧告・公表

　　　千葉県の事例について（第77回民事介入暴力対策熊本大会協議会）。

５　契約書における「暴排条項」

　　「暴排条項」の重要性・有用性－危機管理、対策があってこその暴排条項

　　　属性（暴力団員という属性、私人という属性）、

　　　cf.　大阪高裁判決：暴力団員は社会的身分か。否定：離脱の自由がある。

　　　新規取引の場合 　　 約款や契約条項に「暴排条項」を入れる

　　　取引更新の場合 　　 誓約書の徴求

　　各種暴排連絡協議会（県内銀行業・証券業・警備業）

６　千葉県民暴110番協定（平成10年10月発足　全国初　先駆け）

　　事案解決のための三チームの民事・刑事の密接な連携、

　　・県民会議チーム：県警と弁護士民暴センターとの橋渡、調整役。

　　・県警チーム　　：県警本部の暴対策課員・所轄署の刑事二課長

　　　　　　　　　　　（刑事事件として立件、保護対策）。

　　・弁護士チーム　：３名１組のチーム（複数専任の原則）。弁護士会の民暴基金

　　　ex.内容証明郵便（頭書・気付）

＊早わかり　千葉県暴力団排除条例（千葉県弁護士会発行）の冊子を全員に配布

・あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。今週末は学童野球大会がありますの

で可能な方はご参加をお願い致します。 スズキヤスヒロ

・新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 大家　浩明

・明けましておめでとうございます。残り６ケ月鈴木・大原丸の帰港を祈っています。 金子　研一

・明けましておめでとうございます。酒三升、ビール50カン、手が震え字が書けず失礼、賀状頂いた方々厚

くお礼申しあげます。朝から飲める正月は 高。 遠田　毅

・皆様、明けましておめでとうございます。今年も元気にここに居られる幸せに感謝しております。よろし

くご指導くださいませ。 事務局　西川典子

・大家先生、卓話ありがとうございます。悩ましいのは一般市民との区別がなかなかつかないのが現状です。

山口さん「組長」に「市民に手を出すな」と言ってください。 相澤　友夫

・私も間違われると困りますので、名刺は出さないようにしています（相手を見て渡す） 山口　習明



・大家先生、卓話ありがとうございました。当クラブにはあやしい人はいないでしょうね？

　特に○幹事はそのスジに見える？のですが・・（笑い） 織戸　豊

・大家さん、暴力団排除に関する話は機会をみてもっと聞きたいです。 大久保　忠男

・卓話をお聞きいただきありがとうございました。いよいよ市民対反社会的勢力の時代が来ました。「使わ

ない」の精神でよろしくお願い致します。 大家　浩明

・昨年のクリスマス例会と新年会と行事がたくさんあります。親睦委員会を中心にご協力をどうぞよろしく

お願いします。 スズキ　ヤスヒロ

・昨夜は誠に申し訳ありませんでした。ドタキャンしたことは後日穴うめ致します。言い訳は社員のお通夜

が東京で行われたためです。 相澤　友夫

・株やの鈴木さん、おめでとうございます。久しぶりに株が活気づいています。出来るだけ長続きを祈りた

いものです。安倍総理大臣のガンバリに期待します。 相澤　友夫

・高橋会員、鮮やかなウインドブレイカーと立派な横断幕ありがとうございました。 鈴木　崇

・野球の横断幕とウインドブレーカーを作らせて頂きました、ありがとうございました。 高橋　純代

・私と妻の誕生祝いに感謝で一杯です。83歳で益々人生を楽しめるのはロータリーの４つのテストのお陰

だと信じています。 大久保　忠男

・愛妻ハナちゃんの誕生祝いを頂いて、お互いに70歳も越えたおじいちゃん、おばあちゃんです。まだまだ

やることがたくさんあります。 相澤　友夫

・結婚祝いを頂いて。 金子　研一

・本日は結婚祝いと奥様誕生祝いをいただいてありがとうございました。本年もよろしくお願いします。

 柴田　正道

・誕生祝いを頂いて、感謝いたします。もう64歳になります。 近ちょっと生急いでいます。 山口　習明

・急用のため早退させていただきます。新年早々申し訳ありません。 大家　浩明

・ローターアクトの幹事報告を聞いて誠に残念です。一日も早い復活を祈念いたします。 相澤　友夫

◎次週予告　卓話「私の履歴書」松本会員

　 １月10日　52,000円　　累計　521,000円　今週のニコニコ BOX

１・２月のプログラム

１月17日　卓話予定　松本会員
　　24日　1/26（土）新年家族会
　　　　　於：ホテル　ザ・マンハッタン
　　　　　ガバナー補佐訪問
　　31日　卓話予定　岩浅会員
２月７日　三つの祝い・理事会
　　　　　卓話予定　藤井会員
　　14日　卓話予定　瀧会員
　　21日　2/20（水）第２分区ＩＭ
　　　　　於：フローラ西船
　　28日　未定

週報今週の担当　　　山　口


