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会 長 報 告 � 　野上　泰造�会長

皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。
阪神タイガースは巨人と共に、最下位になってしまいました。ジャイアンツのファンの方と、仲良くし

たいと思います。
さて日本では、原子力に代わるエネルギーを模索していますが、近海には、世界最大のメタンハイ

ドレートが眠っています。100年で使い切れない量があり、CO2の発生量も石油の半分以下。しかし
その採取や開発になかなか進歩が見られません。これは、科学者や企業が石油や原子力などの分野との癒着が、邪
魔をしているようです。また、以前は主張しなかった尖閣や竹島の領有権を近隣諸国が、主張するようになったのは、
このメタンハイドレートが要因になっているようです。いずれにしても、その対応を急ぎ、資源の無い日本を浮上させる
必要があります。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事

こばと学園便りが届いています。……回覧

わか地下広場のＩ．Ｍ．３組のロータリーＰ．Ｒ．パネルの交換原稿が昨日の会長・幹事会で決まりました。
それにはロータリー１００年の森林（もり）が写っています。
また駅前広場のロータリー花壇のパネルも決定しております。……回覧

泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩロータリークラブより認証状伝達式の案内が届いております。
〔２０１１年６月４日（土）全日空ゲートタワーホテル大阪〕……回覧

ロータリーレート変更（５月より）１ドル８０円　→　８２円

●アルパの演奏 ＰＡＰＩ　ＴＡＫＥＵＣＨＩさん

●お誕生日お祝い
名手　　功さん　５月 ５日
谷口　文利さん　５月 ７日
田中　完児さん　５月１９日
岡野　年秀さん　５月２５日

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
自由の大地（服部　克久）
風の子守歌（服部　克久）

本日の例会 � 5月19日（木）

●卓話「土地価格の動向と今後について」
 和歌山県不動産鑑定士協会会長　　安藤　元二さん

次回の例会 � 5月26日（木）

●卓話「暴力団情勢について」
和歌山県警察本部刑事部参事官　組織犯罪対策課長
 米原　睦さん

●ロータリーソング 黒田　純一 ソング委員長
「奉仕の理想」

●出席報告� 真野　賢司 出席副委員長
会員数  ４９名（内出席規定適用免除会員１１名）

5月12日（本　日） ２７名 ６２．８％
4月28日（メーキャップ後） ４２名 ９３．３％

前回の例会 5月12日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 5月19日（木） クラブフォーラム 「Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表④」　「大地震の備え、和歌山の防災対策を考える」
和歌山南Ｒ．Ｃ． 5月20日（金） クラブフォーラム 「Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表」
和歌山中Ｒ．Ｃ． 5月20日（金） クラブフォーラム 「Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 5月23日（月） 卓話 「情報を伝える写真とは」 写真家　堀田　賢治さん
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 5月23日（月） 卓話 「高校野球と私」 元巨人軍（箕島高校春夏連覇メンバー）　上野　敬三さん
和歌山Ｒ．Ｃ． 5月24日（火） 卓話 「人の力の偉大さを感じて」

　公益財団法人和歌山県文化財センター事務局次長　山本　高照さん
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 5月24日（火） 　
和歌山西Ｒ．Ｃ． 5月25日（水） クラブ創立記念日にちなんで　〈第６回ご家族参加ＤＡＹ〉
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 5月25日（水） クラブフォーラム 「Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表」

� 松田ガバナー補佐代理　副幹事　岸裏　廣澄さん

� IM３組　記録委員長　谷口　文利さん

６月４日（土）、５日（日）の親睦旅行ですが、本日理事会で承認後お知らせ致しますので宜しくお願いします。

東日本大震災災害支援活動について
4月28日の例会において副幹事として、東日本大震災義援金及びニュージーランド大地震義援金

のお礼の手紙を頂いた事の報告を致しましたが、東クラブでも個人として山野会員、堀岡会員、吉
田会員より物品の支援を頂き有難う御座いました。
それからガバナー会からの報告によりますと、全国のロータリーから現在7億5千万円が集まってい

ます。この義援金の使途について、ロータリーらしい支援活動として検討した結果、
①災害遺児＋教育環境支援プログラムとして「中学・高校・大学・専門学校への奨学金支援」　
② ファイブ・フォー・ワン・クラブプログラム「非被災5クラブが1つのグループを作り、被災1クラブを物心両面で支
えるプログラムの展開」この2つを組み合わせた災害遺児とその家族に温かく寄り添えるような、また息の長い取
組みを考えております。

委員会
報告

委員会
報告

楠本　　章さん 妻、美恵子の葬儀には、御会葬頂き有難うございました。

谷口　文利さん 米原様本日は宜しくお願いします。

岸裏　廣澄さん 貴重な時間を頂きありがとうございます。

野上　泰造さん 米原様卓話楽しみにしています。

古屋　光英さん 米原さん卓話よろしくおねがいします。

山本　進三さん　米原さん卓話よろしくお願いします。

阪神タイガース応援団一同

〔皆出席表彰〕

谷口　文利さん 皆さんのお陰で１５年になりました。ありがとうございます。

寺下　浩彰さん 有難うございます。

野上　泰造さん ありがとうございます。

吉田　篤生さん なんとか皆出席続けられました。

ありがとうございました

本日の累計  ６３，６６０円（計８名 １１件）（お誕生日お祝い ５５３，０００円  皆出席表彰 １５０，０００円  その他 ２，２４０，７９６円）  累計額  ２，９４３，７９６円

ニコニコ箱

おめでとうございます！
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3. 好意と友情を深めるか

ロータリークラブの皆さんには日頃、警察行政の各班に亘りご理解とご協力に感謝いたします。有
難う御座います。
組織犯罪対策課の仕事ですが、一つは暴力団の取り締まり、排除で、和歌山県暴力団排除条例が
今年７月１日より施行されます。もう一つは銃器、薬物の摘発、そして国際犯罪の取り締まりです。
それでは暴力団情勢についてですが、暴力団とは平成４年に施行された暴力団対策法により指定

を受けた団体で、全国で２２団体あり、一番知られているのが山口組で、和歌山は山口一色です。構成員は全国で
38,600人程でそのうち山口組は20,000強です。和歌山には、１９組織約３３０人（構成員約１９０人）がおり、平成４年当時
は県内に５２組織、６５３人であり、数は減っていますが減った分は地下に潜り企業活動をしていると見ています。
７月１日施行の条例について説明します。

卓　話

この条例の性格は、「暴力団を取り締まる条例」ではなく、「暴力団を排除する条例」で、暴力団を取り締まる法令は「暴
対法」です。
では皆さんは、家の中にゴキブリが出てきたらどうしますか？  ゴキブリは丸めた新聞紙で叩きつぶしたり、殺虫剤を

まきます。これが取締です。しかし、これだけではゴキブリ（暴力団）を完全に駆除できないので、どうすれば駆除でき
るか。
家（社会）の中で、ゴキブリの
　○　卵を産ませない　～　少年を暴力団に加入させない
　○　巣を作らせない　～　暴力団事務所を開設・運営できなくする
　○　エサをやらない　～　暴力団の資金源を断つ

（1） 暴力団事務所の開設・運営の禁止（12条）
学校、図書館などの文教施設から200メートルの区域内において、暴力団事務所を新規に開設及び運営することが

禁止されます。
保護の対象となる施設は、
①　学校（幼稚園を含む）・専修学校
②　児童福祉施設（保育園を含む）
③　図書館
④　博物館
⑤　都市公園
⑥　その他、公安委員会規則で定めるもの
となります。

（2） 利益供与の禁止・利益供与を受けることの禁止（15条）
事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次の行為が禁止されている。
①　暴力団の威力を利用する目的で、利益供与をすること。
②　暴力団の威力を利用したことに関し、利益供与をすること。
③　暴力団の活動又は運営に協力する目的で、利益供与をすること。
　　※暴力団員等が情を知ったうえで、これらの利益供与をうけることの禁止。
　ア　暴力団の威力を利用することの禁止
　　※『暴力団の威力を利用」とは～
　　　 （自分の事業に有利なように）暴力団の力を利用することをいい、実際に暴力団に依頼せずとも、暴力団を騙っ

たり、代紋を示したりすることも含まれる。
　　　例　「儂のバックにはヤクザが付いているんじゃ！」
　　　　　「金払わんかつたら○○組の若い衆に取りに行かせるぞ！」
　イ　暴力団員等に対する利益供与の禁止
　　※「指定した者」～
　　　例　「ワシが受け取ると色 う々るさいんで、ワシの女に金送ってくれや」

（3） 不動産の譲渡に係る契約・代理又は媒介の禁止（18条）
（自己が）譲渡しようとしている不動産が暴力団事務所に使用されることを知って売買等の契約を締結することが禁止
されている。
（4） 不動産の譲渡等に係る代理又は媒介の禁止（19条）
（他人が）譲渡しようとしている不動産が暴力団事務所に使用されることを知って売買等の契約の代理又は媒介をする
ことが禁止されている。
（5） 建設工事の請負に係る契約の禁止（20条）
請負をしようとしている物件が暴力団事務所に使用されることを知って建設工事の請負契約を締結することが禁止さ
れている。
※ 　公安委員会は、（2）～（5）の事実の疑いがある者等に対して、違反事実を明らかにするために必要な調査を行う
ことができる。
　違反事実が判明した場合は　→　公安委員会が是正勧告
　勧告に従わない場合は　　　→　その事実を公表
　　　　　　　　　　　　　　→　県の行う入札に参加できる資格を停止

暴力団情勢について� 和歌山県警察本部��刑事部参事官��組織犯罪対策課長　米原　睦さん

林ガバナーエレクトの件についてでございますが、この件も4月28日付の例会において、私の方から辞任の申出が
あった事の報告をしましたが、この件について松田ガバナー補佐より『5月号ガバナー月信のガバナー報告の中で、ガ
バナーエレクト辞任のお詫びのご報告をしております｡ 別紙皆様にお配り致しますのでご一読願います。林氏の心情
をお汲み取り頂きまして、お許しを頂きたいと思います。そして林氏は米田ガバナーに対して次の世代に続く透明性
のある争いのない楽しい地区に育てて頂くよう「地区改革」をお願いしております。林ガバナーエレクトの辞任に伴い、
次のガバナーエレクト選出は手続要覧に従いＲＩ理事会が5月9日より開かれ、これによって決定される予定です。私達
は次年度誰がガバナーになられても東ＲＣとして培ってきたロータリースピリットを発してより良いクラブにして頂く事を
熱望しております』とのお話しの一部を報告させて頂きます。
最後に松田ガバナー補佐には長期間に亘り、色んな問題でご苦労をお掛けしたと思います。少し体調を崩されたよ

うで心配しています。松田ガバナー補佐のご尽力を推量したいと思います。


