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第 2548 回   No.10 2012～2013      9 月 20 日（木）        会報担当  奥川 将之 

例会：卓話「静岡県の暴力団について」 

 

◆ 司会者         

 幹事 浅原 博 君 

 

◆ 開会の点鐘 

多々良 浩吉 会長 

 

◆ ROTARY-SONG  

ソングリーダー 奥川 将之 君 

 

「それでこそロータリー」 

 

◆ お客様の紹介 

多々良 浩吉 会長 

 

○静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局長 

  警視  山口 睦（やまぐち むつみ）様 

 

○静岡新聞社 販売局   

杉山 恵亮（すぎやま けいすけ）様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 会長挨拶 

多々良 浩吉 会長 

 

 昨日は、日本航空が上場廃止から僅か 2年 7ヶ月で

株式市場に復帰しました。 

 この快挙を成し遂げたのは、日本航空名誉会長であ

る稲盛和夫氏の力による所が大きいとおもわれます。  

稲盛氏は京セラ、KDDIの創業者でもあります。 

氏は尊敬する人物、理想とする人物はと問われた時、

鹿児島出身と言う事もあってか、必ず西郷隆盛をまず

あげます。確かに、西郷は義と情にあふれた人物です。 

 また一方稲盛氏は「西郷のような情が私の中心にあ

るけれど、事業をやるには大久保利通の理性と冷徹さ

がいる」と言っています。 

 事業を展開していくのに大事な事は、最初の段階で

は、理性で考え、実際の対応においては情をつける事、

理性だけでは人はついてこない。 

 確かに、日航の再建で最初に手をつけたのは、従業

員の三分の一に当たる 16000人の整理と給与、年金の

大幅カットを冷徹に実行したことでした。 

 しかし経営再建の見通しがたった今年の夏季賞与

は、理性と情で増額しました。 

すなわち氏は、「大久保利通と西郷隆盛が融合調和

する形で稲盛和夫はありたいと思い、今日までやって

きたつもりです。」と言って

おります。すなわち、日航

の再建は西郷の情と大久保

の理性と冷徹がやりとげた

と言えましょう。 

 

静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局長 警視 山口 睦 様 



◆ 理事会報告 

幹事 浅原 博 君 

①１０月の例会プログラムが承認されました。 

本日配布を致します。 

 

②９月２７日の新世代委員会クラブフォーラムの企

画が承認されました。 

 

③地区大会参加登録、早期早割仮登録が承認されまし

た。(１４名） 

 

④脳脊髄液減少症支援の会の講演会に名義貸しの件、

承認されました。 

 

⑤第１回持ち回り理事会で新会員候補者、福崎正展

(まさのぶ)君推薦の件、全理事よりご異議がありま

せんでしたので職業分類委員会（会員選考）に調査

及び審査を依頼しました。 

 

⑥第２回持ち回り理事会で職業分類委員会より新会

員候補者、福崎正展君について承認を得られました

ので、理事会は本日より７日間の公示をすることを

承認致しました。職業分類は食品卸売業です。 

 

⑦焼津南ＲＣより提案がありました、事務局員（小長

谷）の交通費支給（1.500）の件が承認されました。 

 

◆ 幹事報告 

幹事 浅原 博 君 

 

①中部電力(株)よりエネルギー政策講演会の案

内が来ておりますので配布いたします。 

 

②高野孫左ヱ門ガバナーより公式訪問のお礼文

が届いておりますので、回覧いたします。 

 

③日本酒同好会開催写真が文献記録委員会から

提出されましたので回覧いたします。 

 

④近隣クラブの例会変更通知が参っております

ので回覧いたします。 

 

◆ 委員会報告 

国際奉仕委員会 岡村 延昌 委員長 

 

今月１２日から１６日にかけて、ベトナムへ視察研

修親睦旅行に行ってまいりました。 

現地では、サッポロベトナムの花沢工場長様にご案

内いただき、関連会社の皆さんと会食もいたしました。

今回は奥様方のご参加もあり、親睦が深めることがで

き有意義な時間を過ごす

事ができました。たくさん

のバイクが走りとても元

気な町でした。詳細につき

ましては改めてご報告さ

せて頂きます。 

 

◆ 同好会報告 

ゴルフ同好会 吉田 典充 君 

 

今週土曜に島田 CC にて、

第３回ゴルフコンペを行

ないます。１２月には忘年

会を兼ねたコンペを企画

しています。改めてご案内

させていただきますので、   

ご参加を宜しくお願いいたします。 

 

◆ 会員のお喜び 

親睦活動委員会 大井 基明 君 

 

結婚記念日  

村松 孝保 君  

（昭和 59 年 9 月 23 日） 

 

 

 

◆ スマイル報告 

スマイル委員会  福井 茂 君 

 

○国際奉仕委員会 委員長 岡村 延昌 君 

  先週 12 日より 16 日まで、ベトナムへ行って

参りました。事故も無く、無事帰って参りまし

た。参加された皆様には、厚く御礼を申し上げ

ます。 

  又、現地サッポロベトナムロンアン工場にお

きましては、花沢工場他、岸社長にも大変お世

話になり、夜には食事に同席して頂き、楽しい

1 日となりました。ご尽力頂いた仲本工場長に

も感謝申し上げると共に、やはり会員同士はも

ちろん、家族との親睦にも継がった事は一番の

成果だと思います。重ねて御礼申し上げ、スマ

イルさせて頂きます。 



○小原 昇 君 

  9 月 12 日（水）から 16 日（日）迄、焼津ロ

ータリークラブの国際委員会のベトナムサッ

ポロビールの工場見学に行って来ました。 

  出席の皆様、大変親切にして下さいまして、

4 泊 5 日の旅行、楽しく出来ましたのでスマイ

ルに協力させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 卓話 

プログラム委員会 中野 弘道 君 

 

静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局長 警視 

山口 睦（やまぐち むつみ）様 

 

演題「静岡県の暴力団について」 

県内には 1,630 名の構成員が確認されているそう

ですが、県外勢力を含めると 3,000 名程度になるそう

です。暴力団の成立ち・定義・組織・隠語・対策の必

要性などについてお話し頂きました。 

 

 

◆ 謝辞 

会長  多々良 浩吉 君 

 

◆ 閉会の点鐘 

 会長  多々良 浩吉 君 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 出席報告 

 

 

〈メークアップ〉 

岡村 延昌 君 （焼津南 RC）  

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 
8月 30日 

M-UP 

確定 

出席率 

9月 

20日 

50 

(49) 

39

名 

79.59

% 
1名 94.00% 

プログラム委員会 中野 弘道 君 山口 睦 様  

スマイル委員会  福井 茂 君 


