
会長　橘F 克和君
皆様こんにちは。今朝も随分寒さを感じま

したが、やはり最低気温は下がって、いよい
よ冬の到来が近いのかと思います。
私は「四字熟語辞典」を時々見ますけれど

も、「不易流行」について感じるものがありま
したので、ご披露させていただきます。
松尾芭蕉が提唱した俳諧理念・哲学の一つ

で皆さんよくご存知の「不易」は永遠に変わ
らない、伝統や芸術の精神。「流行」は新しみ
を求めて時代とともに変化するものと言われ
ています。
これをロータリーに置き換えますと、「不易」
は「Fellowship（仲間を大切に思う気持ち）」
「Service（お役に立てる事の喜び）」になると
思います。これを起点に今後も進むべきなの
かと思います。
私は佐世保卸団地協同組合に所属しており

まして、食品・繊維・雑貨・機電の部会に分
かれておりまして、色々な業種が集まった企
業で構成されております。御多分に漏れず、
ここ最近の不況の中で苦戦している企業が多
い状況です。しかし、先ほどの「流行」で見
ますと、4～5年で大きく業態を変えられた企
業が大きく飛躍しております。特にネット通
販をされている2～3社はびっくりするような
業績を上げておられます。やはり「不易」で
お客様を大事にする原点を忘れず、「流行」で
はネットにまつわる業に転換されているよう

に、時代とともに変化していく大事さを感じ
ております。
11月22日～24日迄、台南RCを訪問して参り

ます。姉妹クラブとして契約は、1970年以来
39年目になりました。契約更新に9名で訪問し、
交流を深めます。なお、佐世保RCが次年度創
立60周年を迎えますので、中島実行委員長に
替わりまして、ご来訪いただきますようにお
願いして参ります。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
佐世保警察署署長 日闍 慶夫様
○ゲスト
長崎国際大学RAC 幹事　小堀　園恵さん

川嶋　早紀さん

副幹事　円田　浩司君
１．国際ロータリー
「ROTARY WORLD 10月号」が届いております。

２．国際ロータリー日本事務局
①ロータリー財団管理
委員会よりマルチプ
ル・ポール・ハリス・
フェローピンの伝達
中川内眞三会員

キム ヒョン ミン 
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



②ポール・ハリス・フェロー・メダル購入方法
について
2009-2010年度よりポール・ハリス・フェ
ロー・メダルが有料（＄15）になりました。

③12月ロータリーレートのお知らせ
1ドル＝90円（現行90円）

３．譛ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま117号」が届いております。

４．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
カナダモントリオール国際大会参加旅行に
ついてご案内
2010年6月20日～23日 カナダ・ケベック州
モントリオール
パンフレット回覧

５．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
会長　岡田　金助君

人間国宝　中島　宏氏卓話のご案内
日時／11月24日貂 12:30～
場所／ホテルヨーロッパ　レンブラントホール
例会場へはホテル受付棟 12:00発のバスを
ご利用ください。

６．長崎国際大学ローターアクトクラブ
10月度月報

■ローターアクト委員会
委員長　三浦桂一郎君

長崎国際大学RAC
みなさんこんにちは。
長崎国際大学RACの小
堀です。今日は報告と
お願いで参りました。
報告の前に、みなさ

ん初めて見るメンバー
がここにおりますが、いつもはこの時間、授
業なのですが、今日は入試で学校が休みなの
で、新しいメンバーを連れてきました。意欲
的なメンバーに私も期待しております。どう
ぞよろしくお願いします。
では、報告を致します。1つ目は、11月14日、
15日に開催されたライラに6名で出席して参り

ました。
2つ目は、テレビでご覧になった方もいらっ

しゃるとは思いますが、増本様にお声をかけ
ていただきまして、11月1日と3日の「佐世保
くんち」で松浦町からの踊り子として私達
RACも踊ってきました。9月から練習をして、
地域の方とふれ合ういい機会になりました。
あれだけ地域の人がかかわれるイベントがあ
ることは本当にいい町だなーと思いました。
3つ目は、10月31日と11月1日には大学の学

園祭があり、私達はお揃いのTシャツを着てゴ
ミ拾い、清掃活動を致しました。先生方や実
行委員にも大変助かると嬉しい言葉をいただ
き、ローターアクトをアピールするいい機会
になりました。
次に2点お願いがあります。1点目は来週11

月25日貉は、夜6:30よりハウステンボスで例会
を致します。闍田先生に卓話をお願いしてお
ります。ぜひお越しください。
もう1点は安福様のお取り計らいで、去年に

引き続き、今年もハーバービューでクリスマ
ス例会を行います。12月16日貉 18:30～受付、
19:00～例会開始となります。初めに短縮例会
を行い、懇親会になります。私達は大学基盤
のローターアクトクラブです。3月には三役は
交代致します。この短縮例会の中では会長の
仲野より次の三役エレクトの発表をいたしま
す。参加費はお1人4,000円です。また、ぜひ
ご夫人も一緒にお越しください。ご夫人の参
加費は3,000円です。
イベントの内容は今みんなで楽しいものに

なるようアイディアを出し合っています。去
年は上限1,000円のプレゼント交換をしまして
好評でしたので、今年もやるかもしれません。
その場合、先程の参加費とは別に、前もって
プレゼントをご準備いただくことになります
ので、イベント参加費1,000円をお含みおきく
ださい。1人でも多くのロータリアンの皆様と
クリスマスを一緒に過ごせるのを楽しみにし
ております。

井手　孝邦君
「野菊」合唱
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出席委員会　高橋　理一君
○永年会員表彰
佐々木秀也君（36回）
山下　　登君（36回）
安部　直樹君（31回）

○出席100％表彰
佐保　　榮君（26回）
富永　雅弘君（12回）
藤井　　隆君（10回）

親睦活動委員会　原田　　孝君
○結婚記念月のお祝い
橘闍 克和・さなえ様ご夫妻（6日）
増本　一也・光子　様ご夫妻（7日）
長富　正博・桂子　様ご夫妻（7日）
武田喜一郎・明子　様ご夫妻（7日）
斉藤　宏隆・美恵子様ご夫妻（11日）
鬼木　和夫・照子　様ご夫妻（19日）

親睦活動委員会　松本　由昭君
武井　洋一君
柿の実が梢に取り残され、小春の空に輝い

ております。79歳になりました。自分では60

歳位の気分です。足の病気は“医師の不養生”
で歩かないので、まだ杖をついていますが、
ほかは元気です。松尾弘司さんや円田三郎さ
んにはついてゆこうと思いますが、先輩でも
佐々木秀也会員には嫌です。ゴルフで万年29
のくせに万年28の私を尊敬しないのですから。
誕生祝いありがとうございました。

橘F 克和会長、円田　浩司副幹事
森　　信正君、原田　　孝君、藤井　　隆君
松本　由昭君、飯田　満治君、才木　邦夫君
F木　友輔君、池田　　誠君、富永　雅弘君
佐世保警察署 署長 日闍慶夫様の卓話に期待
して。

高橋　理一君
お詫び
11月11日は卓話の予定にもかかわらず、義

弟の通夜・葬儀のため欠席してしまいました。
プログラム委員会の皆様はじめ、ご迷惑をお
かけした皆様に心からお詫び申しあげます。

玉野　哲雄君
朗遊会にて優勝しましたのでニコニコします。

井上　斉爾君
朗遊会で入賞（2位）しました。ありがとうご
ざいました。

橘F 克和君、増本　一也君、長富　正博君
斉藤　宏隆君、武田喜一郎君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。

佐々木秀也君、山下　　登君、富永　雅弘君
藤井　　隆君
出席100％表彰および永年会員表彰ありがと

うございます。

福田　金治君、松尾　文隆君、原田　　孝君
誕生祝いありがとうございました。欠席し

て申し訳ありません。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 28,000円

累　　計 421,000円

◇

慶　　　祝



（今週の担当　芹野　隆英）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民
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＊次回例会予告＊

次回例会　　25日指定休会

『雑感　～恨みを晴らす～』

佐世保警察署署長
警視正　日F 慶夫様

卓　　話

問題解決は毅然とした対応と早期相談

暴力団等に対する基本的対応要領15か条

1．トップの危機管理
★トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基
本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。
★担当者が気楽に報告できる雰囲気づくりを行う。

2．体制作り
★あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マ
ニュアル、通報手順等を定めておく。
★対応責任者は、組織を代表して応対に当たることから、組
織としての回答を準備しておく。
★応対する応接室を決めておき、録音、撮影機器等をセツト
しておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修
了書等を揚げておく。

3．警察、暴力追放運動推進センター等との連携
★警察や暴追センターとの連携を保ち、事案の発生に備え担
当窓口を設けておく。

1．来訪者のチェックと連絡
受付係員又は窓口員は、来訪者の氏名等の確認と用件及び
人数を把握して、責任者に報告し、応接室等に案内する。

2．相手の確認と用件の確認
落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を
確認し、用件の確認をすること。代理人の場合は、委任状の
確認を忘れないように。

3．応対場所の選定
素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって応
対できる場所（自社の応接室）等の管理権の及ぶ場所。
暴力団等の指定する場所や、組事務所には出向かないこと。
やむをえず出向かざるをえない時は、警察に事前・事後連絡
をする。

4．応対の人数
相手より優位に立つための手段として、可能な限り相手よ
り多い人数で応対し、役割分担を決めておく。

5．応対時間
可能な限り短くすること。最初の段階で「何時までならお
話を伺います」等告げて応対時間を明確に示すこと。対応時
間が過ぎても退去しない場合は、警察に不退去罪での被害届
を出す旨を告げて連絡する。

6．言動に注意する
暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、応対者の失言を誘い、
又は言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳あり
ません」、「検討します」、「考えてみます」等は禁物です。

7．書類の作成・署名・押印
暴力団は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を
書かせたがりますが、後日金品要求の材料などに悪用します。
又、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることが
ありますので署名や押印は禁物です。

8．即答や約束はしない
暴カ団員の応対は組織的lこ実施することが大切です。相手
の要求に即答や約束はしないことです。
暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目
と考えて執拗に、その場で回答を求めます。

9．トップは対応させない
いきなりトップ等の決裁権を持った者が応対すると、即答
を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。
お前ではだめだ。社長を出せ、社長が会わない理由を言え」
等と喰ってかかられます。

10．湯茶の接待をしない
湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認し
たことになりかねません。
また、湯飲み茶碗等を投げつける等、脅しの道具に便用さ
れることがあります。
歓迎するお客さんではありませんので、接待は不要です。

11．応対内容の記録化
電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟
の証拠として必要です。
相手に明確に告げて、メモや録音、ビテオ撮影をする。

12．機を失せず警察に通報
不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため、平素の
警察、暴追センターとの連携が早期解決につながります。


