
川崎大師ロータリークラブ 週報 第 17 号          ２０１３年１１月６日 発行   1 頁 

 

 

Engage Rotary Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を  2013-14年度 第 2590地区 

               

 

 

 

 

 

第 1976 回（本年度 第 17 回） 例会 平成 25 年 10 月 30 日  曇 

 

●司会               秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   四つのテスト  

     ♪ソングリーダー    須山 文夫 会員 

 

ゲスト紹介 地区 RYLA 委員長   嘉山 照人 様 

 本年度のライラの募集が始まりました。ガバナー事務所

に問い合わせましたら、受講生の申し込みはないようです

が、横浜港南ＲＣでは３名を予定しております。川崎大師

さんも宜しくお願い致します。 

 

来訪ロータリアンの紹介      飯塚 元明 委員 

川崎ロータリークラブ        山本 浩文 様 

 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１、市川ガバナー、斎藤地区大会実行委員長より、地区大

会コ・ホストクラブに対してお礼状が届いています。 

２、米山功労者感謝状が届いています。 

  船山会員 第 5 回マルチプル 

  竹中会員 第３回マルチプル 

  矢野会員 第２回マルチプル 

  鈴木会長 第２回マルチプル 

 

３、第36回かわさき市民祭り協賛のお礼が届いています。 

４、R 青少年交換学生 ホストファミリーのおねがい 

５、RYLA の件 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１、R 青少年交換学生 派遣性の嶋﨑君から月例レポート

が届いています。回覧します。 

２、エチオピア民族舞踊団川崎公演の件 

３、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

 

 

第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

  Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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出席報告          須山 文夫  出席委員長

会員数 対象者 出席 欠席

1976 回 55 44 29 15 65.91 ％

1974 回 55 55 55 0 100.00 ％

0 修正出席率 100.00 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）  

小林 勇次 会員 

地区大会副幹事第４グループ担当 

川崎ロータリークラブ 山本 浩文 様 

過日の地区大会記念ディナーパーティーにおいては、渡辺

委員長、清水副委員長はじめ川崎大師ＲＣの皆様の円滑な

催行により高評価に終われました。少々遅くなりましたが、

担当グループリーダーとして心より御礼申し上げます。 

地区ライラ委員長 

横浜港南ロータリークラブ嘉山 照人 様 

これから大変お世話になりますので何卒よろしくお願い

致します。 

宮山 光男 会員 

本日、親族の通夜・葬儀で福島県二本松へ行ってまいりま

すので、早退致します。 

嶋崎 嘉夫 会員 

山本様、ようこそお越し下さいました。 

増田 昌美 会員 

ファイヤーサイドお疲れ様でした。竹内さん、坂東さん、

白石さん、リーダーご苦労様。 

竹田 正和 会員 

野沢さん先日はありがとうございました。 

矢野 清久 会員 

・須山さん、先日はありがとうございました。大事にしま

す。 

・山本さん、いらっしゃいませ。先日はたくさんごちそう

になりありがとうございました。 

小林 勇次 会員 

・妻の誕生祝いにきれいなお花ありがとうございます。 

・ファイヤーサイドにご参加の皆様ありがとうございまし

た。 

清水 宏明 幹事 

ファイヤーサイドミーティング参加の皆様お疲れ様でし

た。 

牛山 裕子 副会長 

朝夕お寒くなりました。おたがいに、健康に留意しましょ

う。 

鈴木 昇二 会長 

①高橋 基様ようこそお出で下さいました。卓話宜しくお

願い致します。 

②会員の皆さま、朝晩冷え込むようになりました。風邪を

ひかない様、気を付けましょう。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「髙橋様、卓話宜しくお願い致します。」 

横山 俊夫、飯塚 元明、出井 宏樹、伊藤 佳子、 

中村 眞治、前田 良賢、秦 琢二、石渡 勝朗、 

竹内 祥晴、宮沢 和徳、鈴木 幹久、長島 亨、 

岩井 茂次、寺尾 巌、布川 二三夫、竹田 正和、 

竹中 裕彦  各会員 

委員会報告 

クラブロータリー財団委員会   竹田 正和 委員長 

1、11 月 1 日からロータリー財団月間です。ロン・バート

ンＲＩ会長は、財団の目的は「いつも世界で良い事をし

よう」と言っています。11 月 20 日は、財団国際親善学

友の大西さんの卓話です。楽しみにしていて下さい。 

2、１２０ドルの寄付も宜しくお願い致します。 

４０周年実行委員会     宮山 光男 実行委員長 

             渡辺 冨士夫 会計委員長 

10 月 21 日に事務局にて私ども２名、横山直前会長、竹下

事務局で４０周年の会計を精査して決算確認をしました

ので、概略の報告を致します。 

職業奉仕委員会         石渡 勝朗 委員長 

11 月 13 日の職場訪問の確認です。訪問先は、ユースキン

株式会社で、14 時信徒会館をバスで出発します。現地集合

の方は、14 時 15 分にお願いします。17 時 30 分には例会

場に着く予定で、移動例会終了後 20 時 15 分頃バスにて信
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11 月 15・16・17 日 草野球同好会 

RC 千＆グレン杯全国野球大会 参加 東京調布市 

11 月 20 日     草野球同好会 神奈川県大会 

12 月 4 日 クラブ協議会～第 6 回理事会 

12 月 19 日 家族会 ニューグランドホテル 

徒会館へ戻ります。奮ってご参加下さい。 

 

卓話者の紹介        

プログラム委員会         鈴木 幹久 委員長 

 

神奈川県警察本部 刑事部 警視    髙橋 基 様 

卓話 「最近の暴力団情勢について」 

まず、全国の暴力団等反社会的勢力ですが、暴力団の勢

力は、6 万 3,200 人で昨年比－7,100 人となっています。

その他総会屋が 280 人、会社ゴロ 970 人、政治活動標ぼう

ゴロが 5,700 人、社会運動標ぼうゴロが 620 人を把握して

おり、いずれも減少傾向にあります。その理由ですが、全

国で暴力団排除条例が整備されたことや、暴力団対策法が

改正され、暴力団としての活動が困難になってきているか

らです。一方、資金獲得活動のため、一部の暴力団の潜在

化も進んでいる状況もあります。 

次に、県内の暴力団情勢ですが、3,090 人を把握しており、

その特徴として稲川会が 2,500 人で 81％を占め、山口組と

住吉会を併せると 92％になります。 

次は、反社会的勢力に対する相談をされた方の職業別の割

合です。一番多いのが、金融・保険業が 1 年間で 1 万 1,263

件、続いて公務員・教職員で 3,614 件、不動産業 2,636 件、

建設業 2,537 件等となっております。暴力団排除のシステ

ムが社会全体で取り組むようになり、各業種から多くのの

相談が寄せられているのが特徴です。 

先程お話ししましたが、県内は、稲川会の勢力が 8 割を超

えていますが、その稲川会のいろいろな儀式を行う事務所

が、横浜市の都筑区にあります。「稲川会館」と呼ばれ、

毎月の定例会や盃事が行われています。 

この稲川会は、平成 18 年に、この稲川会館で、山口組と

の兄弟盃を交わしたことで、これ以降、親戚関係になって

おり、大きな抗争はありません。いわゆる「盃外交」とい

われ、警察の取締り、暴力団対策法や暴力団排除条例の網

にかからないようにとった対策と言われています。 

最後に暴力団排除条例の適用についてご説明します。平成

23 年 4 月 1 日施行になってから、これまでに 18 件を適用

しております。その中には、暴力団の幹部の「忍ぶ会」と

称して一般の方を横浜市内の飲食店に招き、資金獲得活動

を行った事案等があります。 

この条例により、暴力団は、「身動きができない」等と悲

鳴も聞こえて来ている状況があります。 

是非、皆さんも被害に遭わないよう警察等と連携してくだ

さい。警察本部の連絡先は、045-211-1212 が代表で私の

卓上（内線）は、4512 です。是非事前に御相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 11 月 13 日（水） 

 

職場訪問：ユースキン製薬株式会社 

     13 時 45 分 信徒会館集合 

移動例会：菜香新館（横浜中華街） 

     18 時点鐘 

 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 
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