
第1045回　平成24年11月22日号

本日の出席率７８.６％：会員数４２名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３４名・メークアップ６名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんにちは、 今米国で問

題になっているのがシェールガス

です。 テキサス州・ ノースダコタ州

で新たに開発されているシェール

鉱脈から大量のガス ・ 石油が発見

されたのが原因です。 このガスと

石油を国外に輸出するか否かが

問題になっているそうです。 特に

天然ガスは日本が買っている値段

の８分の１～７分の１の価格で売買されているそうです。 米国内

の輸送用機器や機械の製造にかかるガス ・ 電気 ・労働のコスト

は、 ドイツ・フランス・イタリヤ・英国・日本を下回り、 エネルギー

コストが米製造業の復活を即している実態があります。 また、 ガ

ス生産業者等で作る業界団体は｢輸出は経済に有益で、 雇用

を創出、貿易均衝にも良い」という主張をしています。 エネルギー

の専門家は、 米国の総生産量のうち輸出に回るのは 「ささやか

な量」 にすぎないとも指摘しています。 とりあえず米国のシェー

ルガスを輸入し安価なエネルギーの供給を目指してもらい、 い

ずれにしても我が国もデフレを脱却するため南鳥島のレアアー

ス ・日本近海のシェール鉱脈の資源開発を急ぎ、 国際的にも

安価で安定的に供給できるエネルギーの確保をお願いしたいと

思います。

　また中国の 「史記項羽本紀」 に 「先ずれば人を制す」 人の先

手を打つことで、 他人に勝つことができる。 人よりも先に行動を

起こせば、 有利な立場に立つことができるという故事があります。

「秦の国」 に対する反乱が起きた時、 「会稽 ( かいけい ) の太守」

であった殷通 ( いんとう ) という人が、 自分の部下に 「先んずれ

ば即ち人を制止、 後るれば即ち人の制する所となる」 （人よりも

先に行動を起こせば人の先頭に立って指示を出せるが、 人の

後から行動を起こせば人に指示され支配されることになる） と

言ったといいます。 ただ殷通という人物は実際には、 先手を取

られて敗れたそうです自分自身を顧みますと、 普段社員や人に

はいかにも知ったかぶりで、 偉そうなことを言っていますが、 自

分自身、 言ってることと実際の行動には相当ギャブがあります。

いずれにしろ殷通という人物と自分を置き換えたのは私だけで

しょうか。

　本日はいい夫婦の日だそうです。 島の瀬公園もイルミネーショ

ンで飾られ、 ハウステンボスでも１０００万個のイルミネーションが

大変きれいだそうです。 ちなみに１２月５日は 「キラキラパーティ」

があります。 今年も佐世保中央ロータリークラブのテーブルを用

意しておりますので、 ご参加のほど宜しくお願い致します。 　 

１．例会変更
　   ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

１２月４日 （火） １２：３０～

　　ハウステンボス　トロティネ　例会使用不可のため

　１２月１８日 （火） １２：３０→１２月１６日 （日） １８：００～

　　ハウステンボス　デハール　クリスマス家族会のため

　１２月２５日 （火）　定款第６条第１節により　休会　　

２．来　　信
・国際ロータリー
   ロータリー財団委員長からのメッセージ

　 ロータリー補助金ニュース

・ガバナー事務所
　１２月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝８０円

・ガバナーエレクト事務所
　次年度地区社会奉仕委員長就任のお願い

　

３．伝達・通知
　○来週、 第１０４６回例会は田代直前会長卓話となっていま

　　すが、 第６グループ山口二郎ガバナー補佐の３回目の訪

　　問例会と成っています。 皆様のご出席をよろしくお願いし

　　ます。

　○佐世保の冬の風物詩、 キラキラパーティーが１２月５日

　　（水） に開始されます。 佐世保中央ロータリークラブでも

　　テーブル予約を入れさせていただいております。 チケット

　　１枚１ ,０００円にてご購入をお願いしたいと思っています。

　　ご協力よろしくお願いします。

committee

岡光正 社会奉仕委員 
　１１月２４日 （土） 東日本大震災チャリティバザーを開催します。

親和銀行本店前に１２時３０分集合、 １３時より始めます。

委員会メンバーの方は、 明日１５時より西村会長エレクト事務所で

値札付けを行います。 ご協力お願いしたします。 　
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佐世保北ロータリークラブ　渡会祐二様
本日はお招きいただきありがとうございます。 ニコニコをさせて

いただきます。 たいへん緊張しており上手く話せるかどうか

分かりませんが、 精一杯努めさせていただきますので、 どう

ぞよろしくお願いいたします。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
先週の例会は、 年次総会にて皆様のご協力をいただき、 ス

ムーズに次年度の役員、 理事が決定いたしました事にお礼

申し上げます。 本年度もあと半年以上あります。 気持ちの上

で何か後から追っかけられているような脅迫観念に陥ってい

るのは、 気のせいでしょうか。 本日の卓話 弁護士 渡会祐二

様、 最後までよろしくお願いします。

坂井智照君
本日卓話をしていただく佐世保北ロータリークラブの渡会祐

二君のご来訪を心より歓迎いたします。 　

指山康二君
建築審査会で同じ委員であられる渡会先生のご来訪を歓迎

いたします。 卓話よろしくお願いいたします。

平岩義明君、馬場貴博君、川島千鶴君、岡光正君
渡会君のご来訪をＹＥＧ ＯＢとして歓迎いたします。 一緒に

活動していた頃がなつかしいです。

牛島義亮君
先週の１４日、 北星会会長として竹本会長の後を継いで、 生

徒１,０００名の前で卓話をしました。 卓話終了後、 牛島先生と

言われ、 生徒代表から花束と感謝の言葉をいただきました。

そして、 昨日１０名ぐらいの生徒から感謝の手紙までもらいまし

た。 一生に一度の感激です。 田代君もチャンスがあれば、 ７０

分の卓話、 挑戦してみて下さい。

井上亮君
先日の映画例会では当社社員、 １７名もお世話になりありが

とうございました。 当日、 私は出張で出席できませんでした。

サンドイッチのお礼にニコニコします。

富永博美君
先日の映画例会ではたいへんお世話になりました。 社員の

人達も毎年楽しみにしており喜んでおりました。 とのお礼を

忘れておりまして、 本日になりました。 ありがとうございました。

池永隆司君
　　先週の映画例会のお礼でニコニコしましたが、 少ないかなと

　　思いニコニコします。 　

本日の合計　　　　   26,000 円

本年度の累計　　　490,000 円

弁護士　渡会 祐二様

ＳＡＡ：指山康二君

次回例会／１１月２９日１２：３０～

次回献立／天丼、赤出汁、酢の物

　本日は、 佐世保中央ＲＣ様での卓話の

機会をいただき、 まことにありがとうござい

ます。

　私は、 プロフィールにありますとおり、

平成１８年１０月から弁護士をしております

が、 準備段階も含めて平成２０年から、

佐世保にある暴力団事務所の撤去事件

にかかわって参りました。 本年９月に、 裁判では和解が成立し

ましたので、 足掛け４年にわたって関わってきたことになります。

　ここにおられる皆様も、 撤去に向けての寄附をしていただくな

ど、 ご協力いただいた方もいらっしゃると思います。 この場を

借りて、お礼申し上げます。 本日は、お手元のレジュメをもとに、

この暴力団事務所撤去事件についてのお話を差し上げようと思

います。

卓話の概要は、 次のとおりです。

第１　総論
社会全体による、 反社会的勢力の排除の流れ

反社会的勢力にどのように対応するかは、 企業にとっても重要

な問題。 （経営問題、 信用問題等）

各地での条例制定、 佐世保市でも制定されている。

　１　長崎県条例 （平成２３年に改正）

　２　佐世保市条例 （平成２４年４月１日施行）

　　　「暴力団を恐れない」 「暴力団に対して資金を提供しない」

　　　「暴力団を利用しない」

第２　暴力団事務所の排除について
１　賃貸物件が暴力団事務所として使われている場合

　　賃貸借契約の終了に基づく明渡請求

　　信頼関係が破壊されたといえるかどうかがポイント

　　暴力団排除条項を入れることが必要です。

２　マンションの一室の場合

　　建物の区分所有等に関する法律 （区分所有権法） に基づ

　　く請求

３　相手方が物件を競落して所有者になってしまった場合

　　人格権に基づく使用差止請求 （佐世保の案件も住民の人　

　　格権に基づくもの）

４　仮処分

　　本訴での結果が出るまでの間、 仮に、 事務所使用を禁止

　　したり、 執行官によって保管 （管理） する方法がある。 佐

　　世保の案件もこの方法をとった。

第３　佐世保の案件について
　　２４． ９． ２４　和解成立。 勝訴的和解。 ただし、 買取は実

　　現できていないため、 今後の課題。

　以上のとおり、 暴力団事務所撤去事件についてお話を差し

上げました。

冒頭の総論でも申し上げましたとおり、 暴力団排除の社会的な

流れは、 ますます強まっております。 事業者である皆様には、

毅然とした態度で暴力団等に臨む必要があります。 佐世保市

条例のスローガンにもありますとおり、 「暴力団を恐れない」 「暴

力団に対して資金を提供しない」 「暴力団を利用しない」 との

気持ちでの対応をされることが必要と思います。 また、 佐世保

の暴力団事務所撤去事件については、 まだ課題を残していま

すので、 これからも事務所撤去を目指して頑張って参る所存で

す。 皆様には、 今後も、 ご理解ご協力のほど、 よろしくお願

い申し上げます。
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