本日の行事予定 (2018 年 3 月 16 日)
第 3143 回例会
卓話担当：中野義光君
演
題：「空手の演武披露」
先回の記録（例会）
第 3142 回 ’18 年 3 月 2 日（金）晴れ
卓話担当：加藤隆朗君
講
師：愛知県蟹江警察署刑事課
刑事課長 警部 小畑勝義氏
演
題：「逮捕とヤクザ」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 鈴木吉男君
ビ ジ タ ー 神戸邦夫君（豊橋南ＲＣ・地区危
機管理委員長）
会 員 総 数 66 名
2 月 10 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
0名
本日出席会員 54 名
MAKEUP 会 員
0名
本日の出席率
81.82％ 訂正出席率
100％
超 過 出 席 佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、加藤則之君、三谷栄一君、中野義光君、柴
田伸彦君、篠田廣君、高木輝和君、山田勝弘君（西
尾張分区ＩＭ二次会）

男君とは地区国際奉仕委員会の時から旧知の仲で、
危機管理の素案作りからともに携わってきた間柄
と承っております。せっかくの機会ですので、こ
のあと神戸委員長さんにご挨拶とともに危機管理
についてお話しいただきますようお願いいたしま
す。

幹事報告

③

④
⑤

会長挨拶
佐藤敬治会長
こんにちは。大分日差し
も緩やかになってきました
昨今ですが、来週あたり寒
さがぶり返すようです。体
調維持に十分気をつけてく
ださい。
本日は、蟹江警察の刑事
課長の小畑勝義様を講師としてお迎えし、「逮捕
とヤクザ」についてお話しいただけます。大変興
味深いお話をお聞かせいただけるものと期待いた
しております。
また、本年度地区の危機管理委員会委員長（豊
橋南ロータリークラブ）の神戸邦夫氏に、当クラ
ブにビジターとして来ていただいております。神
戸委員長は、当クラブメンバーであります鈴木吉

⑥

⑦

⑧

猪飼充利幹事
① 本日例会終了後、2F にて
3 月度理事会を開催しま
す。役員・理事・委員長
の方々は出席をお願い
します。
② 3/3㈯、2018～19 年度会
長エレクト研修セミナ
ー「ＰＥＴＳ」が、10:00～名古屋東急ホテル
で開催されます。
3/12㈪、第 2 回地区危機管理委員会が 16:00
～ガバナー事務所で開催されます。鈴木吉男
君が出席予定です。
3/13㈫、次年度第 1 回理事会が、18:00～朝日
寿しで開催されます。
3/15㈭、第 2 回地区内クラブ公共イメージ向
上委員長会議が、16:00～名鉄グランドホテル
で開催されます。
津島ライオンズクラブ主催「津島市立 4 中学
校合同吹奏楽演奏会」が、3/17㈯9:30～12:30
津島文化会館大ホールで開催する旨の案内が
届いております。入場料は無料です。
本日、『ロータリーの友』3 月号を配布して
おります。また『ガバナー月信』 、『The
Rotarian』3 月号を回覧しております。
来週 3/9㈮は休会ですので、お間違えのない
ようお願い致します。

ニコボックス報告 第 3142 回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
神戸邦夫君（豊橋南ＲＣ） 初めて（津島ＲＣで）
メーキャップします。
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佐藤敬治会長、伊藤哲朗副
会長、猪飼充利幹事 ①地
区危機管理委員長の神戸邦
夫君をお迎えして。②本日
の卓話講師に愛知県蟹江警
察署刑事課刑事課長警部の
小畑勝義氏をお迎えして。
③加藤隆朗君、本日の卓話
よろしくお願いします。
飯村理君、伊藤祥文君、稲
川明俊君、加藤隆朗君、柴田伸彦君、長田一郎君、
中村陽介君、根﨑健一君 愛知県蟹江警察署刑事
課刑事課長警部の小畑勝義氏をお迎えして。
坂井裕君 歴史と文化に協力したとのことで表彰
されました。
生田達一君 今月、司会を担当します。どうぞよ
ろしくお願いします。
加藤隆朗君 本日、卓話を担当します。
山田勝弘君 ①久しぶりの例会です。②今度の誕
生日で 60 才、還暦です。③先日の国府宮頑張って
きました。
宇佐美三郎君 神谷先
生にお世話になりまし
た。
根﨑健一君 ウィーク
リーに写真が載りまし
た。
寺田晏章君、長田一郎
君、中野義光君、野々
山勝也君、河西あつ子君 その他。

愛知県内の暴力団は 110 組織・構成員 2200 人で、
その内弘道会が 45 組織 1100 人を占めており、組
織の弱体化を図るためあらゆる法令を活用して検
挙に努めています。
弘道会は、若手フロント企業や土木建築部門等
で一種の後援会組織を結成させており、会合を開
いて会費の一部を上納金として集めるなど活動に
必要な費用の捻出に躍起になっており、そのよう
な組織に加入している者がいれば離脱するように
促していただきたいと思います。
覚せい剤、賭博等の伝統的な資金獲得活動や民
事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実
態を隠ぺいしながら、建設業、金融・証券市場へ
進出して、企業活動を仮想した一般会社での資金
獲得活動を活発化させています。
また、公共事業に介入して資金を獲得したり、
公的融資制度等を悪用した詐欺事件等を多数敢行
するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様
な資金獲得活動を行っています。
暴力団は、議員を利用したり、文句を言っても
言い返せない県の機関等に対して強引に話を進め
無理やり事を成し遂げる方法を取ることから、皆
さんにおかれま
しては、何か暴力
団の事件端緒と
なる話を耳にさ
れましたら警察
署刑事課暴力係
に一報していた
だき、安心して暮
らせる安全な愛
知の確立にご協
力いただきたい
と思います。

卓 話
卓話担当：加藤隆朗君
講
師：愛知県蟹江警察署刑事課
刑事課長 警部 小畑勝義氏
演
題：「逮捕とヤクザ」

地区危機管理委員会
委員長 神戸邦夫君（豊橋南ＲＣ）
皆さんご承知だと思いま
すが、会長・幹事さんは個
人情報の同意書を出してお
られます。これは日本の法
律に基づいてやっています
から、本当に大事なことだ
とご理解いただければと思
います。
ひと月ほど前、ガバナー
から連絡がありました。あ
る女性がロータリアンの奥さんにお金を貸した。
ロータリアンの奥さんなら信用できると思ったか
らだそうです。調べましたら、実際に存在するＲ
Ｃですが、その人は 5 年前に退会しました。お金
を借りたのはそれより後なので、もうロータリア
ンではないのに貸してしまったということです。
もしこういうことが、情報が漏れて勝手に名前を
すり替えてやられますと、その人は余分なエネル
ギーをつかわなくてはなりません。この件に関し
ては個人の話で、もうロータリアンでもないし、
法律相談へお越しくださいという返事を差し上げ
て終わりました。

犯人を捕まえるのには、現行犯逮捕・通常逮捕・
緊急逮捕の三種類の手法があります。暴力団を検
挙するには、この三種類の手法を駆使して逮捕す
るのです。
六代目山口組は、中村区に本拠を置く弘道会出
身者が組長等のメインポストを独占している状態
で、平成 32 年に若頭の高山清司が出所すると暴力
団同士の勢力争いが活発化することが懸念されて
います。
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これほど多様に、皆様方のデータが妙なところ
へ流れますと大変なことになりますので、個人情
報は気をつけなければいけません。
いろんなトラブルがあります。つい最近も川﨑
重工が妙なことをやったとか。危機管理委員会、
ＲＩは青少年交換事業でセクハラがあったらロー
タリーの組織を守るために動いたりしますが、青
少年交換事業等のいいプログラムをやるためには
仕方がないということで、危機管理委員会があり、
いろんな規則があります。
危機管理委員会というのは黒子であります。お
蔭様で今年度は、青少年交換事業にこれといった
問題はありません。それが一番いいことなんです
が、何かあったときにお手伝いをするのが私達の
委員会です。こういうことをご理解いただきたい
と思います。
今日は貴重なお時間をいただきまして、ありが
とうございました。

代理で地区委員長
会議に行きます

田中正明
次年度広報委員長

鈴木吉男君
♪みんなの
ためになるか
どうか～

誕生日祝福（3月）
大河内勝彦親睦活動副委員長
幅 辰雄君（ 7日）
矢田 潔君（14日）
伊藤 基君（19日）
山田勝弘君（21日）
寺田晏章君（23日）

4 月 15 日㈰に地区研修・
協議会があります
【第 12 回役員・理事・
委員長会議】
杦田勝彦
次年度副幹事

夫
人
梶浦興蔵君 （5日）
加藤泰一郎君(5日）
余郷達也君（12日）
生田達一君（16日）
稲川明俊君（19日）
伊藤 基君（21日）
神谷里明君（30日）
結婚記念日祝福
幅 辰雄君 （3 日）
伊藤祥文君（12 日）
滝川林一君（20 日）
相羽あつ子君（26 日）

伊藤 誠君（12 日）
余郷利彦君（15 日）
浅井賢次君（25 日）
伊藤哲朗君（29 日）

その他
ロータリー
って結構お
もろいわ！

えー！ まーひゃぁ、
こんな時間になって
まったきゃ？

帰ろ

伊藤哲朗副会長
3 月の司会担当
生田達一会場委員
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ホアさんは、コートジボアールのポリオプラス委
員長を務め、現在は、西アフリカにおける予防接
種活動の調整を担当しています。国際コミュニケ
ーションのコンサルタントとして、コートジボア
ールでの国連の取り組みにおいてアドバイザーを
務めた経験もあり、2017 年ロータリー国際大会で、
ビル・ゲイツ氏によりポリオ撲滅と平和への献身
が称えられました。
「ボランティア活動は私に幸せをもたらすと同時
に、涙を流したこともあります。違った視点から
世界を見ることができるようになりました。どん
な困難が立ちはだかろうと、自分たちが実施する
活動を信じ、適材適所を実践して、チームを信頼
しなければなりません。そうすることで、他者の
立場に立って物事を見ることができ、より多くを
達成できるのです。私にとってのご褒美は子ども
が予防接種を受けた後の母親の笑顔です」
コロナド・バイナシオナルＲＣ（米国カリフォ
ルニア州）会員のダニエル・デ・ラ・フエンテさ
んは、アマル・アライアンスの共同創設者です。
この非政府団体は、社会開発・教育プログラムを
通じて世界中の難民児童を支援しています。フエ
ンテさんは、世界で 6500 万人がやむなく住む場所
を追われており、その 77％が子どもであると紹介。
「子どもが夢を持つことができない世界を、私は
受け入れることはできません」
ワシントンＤ. Ｃ. にある国防大学に勤務した
こともあるフエンテさんは同大学で、中東と南ア
ジアの関係向上のために尽力しました。
「人の思いやりが今まさに必要とされています。
次世代が夢を持つことができない世界など未来と
は呼べません。行動し、変化をもたらしてくださ
い。私にとってはそれが、難民児童の生活を改善
していくという活動なのです」

「ハワイで誕生日」
浅井賢次君
毎年恒例になりましたが、2 月
25 日の私の誕生日をハワイで迎
えました。ホノルルＲＣとアラモ
アナＲＣの例会に出席、顔見知り
の方もいて大歓迎され、バナー交
換をしました。
昨年 7 月 28 日に、アラモアナ
ＲＣは創立 45 周年を迎え、日本の
安孫子ＲＣ、広島城南ＲＣ、大阪
南西ＲＣ等 4 つの姉妹クラブも含
めた記念の顔写真付名簿をいただ
いてきました。
←創立 45 周年
記念名簿
アラモアナ
ＲＣのメー
キャップカ
ード
→

ロータリー・ニュース（3 月 1 日）
変化をもたらす
ロータリー女性会員を表彰
3 月 7 日、3 人のロータリー女性会員が、国際女
性デーにちなみ、ワシントンＤ.Ｃ.の世界銀行で
行われた世界銀行グループスタッフ協会が主催、
ＲＩと投資会社のオッペンハイマーが協賛するイ
ベントで表彰されました。
ロータリー世界人道奉仕賞の受賞者でもあり、
ハワードウェストＲＣ（米国メリーランド州）会
員でジョンズ・ホプキンス大学（米国メリーラン
ド州ボルチモア）医学部の精神科・行動科学の准
教授ジャラヤムさんは、自身が設立したメンタル
ヘルス・クリニック「マナシ・クリニック」につ
いて話し、南インドの 200 以上の村に住む貧しい
人々約 2,000 人（ほとんどが女性）に総合的なケ
アを提供していると語りました。このクリニック
は発展途上国におけるメンタルヘルスの向上に寄
与し、世界保健機関からも認められ、視力、聴力、
老年にともなう問題に対する治療や職業リハビリ
も実施しています。2002 年の創設以来、約 600 万
世帯がこのクリニックを利用してきました。
「女性達は私を家に迎え入れ、自分達の話を語り
ます。女性達に感謝され、私自身も大きなやりが
いを感じます。私達への大きな贈り物です」
アビジャン・ビエトリーＲＣ（コートジボアー
ル）会員のマリー・イレーネ・リッチモンド・ア

次回例会
第 3144 回 ’18 年 3 月 23 日（金）
卓話担当：河西あつ子君
講
師：海部医療圏在宅医療
中核サポートセンター
コンダクター 池戸初枝氏
演
題：「地域包括ケアにおける
医療の役割」

お知らせ
■第 19 回西尾張分区ＲＣ美術展
と き：3 月 20 日（火）13：00～
3 月 25 日（日）16：00
（通常は 9：30～17：00）
ところ：稲沢市荻須記念美術館
その他：津島ＲＣ関係から 4 名出展
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