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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1968年4月26日 

 本日の例会 （2月9日 第23回）通常例会                     担当：クラブ奉仕委員会 

第22回（通算2455回）通常例会報告 

日時：2017年1月26日（木）12：3０～13：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳例会場  

プログラム：通常例会 

担当：クラブ奉仕委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 武石 考司 委員 

四つのテスト：出席・資料管理委員会  今野 徳幸 委員  

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

 皆さん、こんにちは。ゲスト卓

話でいらしていただきました、坂

口様お忙しい中ようこそおいで下

さいました。後程、卓話をよろし

くお願いいたします。 

 １月１９日の千歳プロパスクラ

ブの新年会に今野幹事と牟田社会

奉仕委員長とで出席してまいりま

した。プロバスクラブを知らない

会員もいると思いますので、改めて説明したいと思います。プロ

バスクラブ（Ｐｒｏｂｕｓ ｃｌｕｂ）は、世界各地のロータ

リークラブが社会奉仕事業の一環として、退職した専門職や実業

家（管理職）のためにつくった親睦団体で、義務として強制され

ない社会奉仕団体です。要するに 奉仕活動をするしないは自由

ということですね。ロータリーとの競合を避けるため６０歳～６

５歳以上という年齢制限があります。プロバス（Ｐｒｏｂｕｓ）

とは、Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（専門職）のＰｒｏとＢｕｓｉ

ｎｅｓｓｍａｎ（実業家）のＢｕｓを合成した造語です。プロバ

スクラブの会員はプロビアン（Ｐｒｏｂｉａｎ）と言いますが、

千歳プロバスクラブではプロビアンという言葉は聞いたことがあ

りません。何かトレビアンに似ていますよね。 

 千歳プロバスクラブは、平成２０年（２００８年）４月、千歳

ＲＣ創立４０周年記念行事の一環として提唱され、同年６月２４

日に２７名により設立されました。今年で設立から８年目となり

ます。千歳RC創立４０周年の時の会長は、福田パスト会長で千歳

プロバスクラブの設立の発案も福田パスト会長でした。プロパス

クラブは、ロータリークラブがスポンサーとして設立されます

が、いったん設立した後は、ロータリークラブからは独立したク

ラブになり他のいかなる団体からの指図も受けず指導にも従わな

いという原則になっています。しかし設立して５年くらいまで

は、千歳ロータリークラブは千歳プロバスクラブに資金を援助し

会長挨拶（大西 信也 会長) 
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第21号 （通算2319号） 

      ～2月は平和と紛争予防/紛争解決月間～  

幹事報告（今野 良紀 幹事 ） 

ておりました。例会は月１回開催されます。千歳ロータリークラブ

では、社会奉仕委員会が担当し、千歳プロバスクラブと連携を図っ

ています。現在、千歳プロバスクラブには元ロータリアンの方が３

名おります。千歳プロバスクラブは、毎年１２月に千歳市奨学基金

に寄付をしております。国際ロータリーは、プロバスクラブの創立

には関与していません。プロバスクラブとの関係についても公式意

思表示も稀だそうです。事実ロータリー発祥の地でありロータリー

活動のもっとも盛んな米国においても、プロバスクラブの数は今な

お十数クラブに過ぎないそうです。この様な関係から千歳ロータ

リークラブの新年交例会と６月のさよなら例会には、千歳プロバス

クラブの会長と幹事長を招待しております。 

 話は変わりますが、大西年度になり例会の卓話は外部の講師の方

が全てでしたが前回１９日の卓話は初めて会員卓話となり新鮮な感

じがしました。ましてや、斉藤えみこ職業奉仕委員長の司会で佐々

木会員と野寄会員とのインタビュー形式での職業奉仕についての対

話だったのも斬新だと思いました。佐々木会員と野寄会員のお人柄

が出ていて良かったと思います。また、本当は別の会員でしたのに

急用が出来たため野寄会員がピンチヒッターとなったということ

で、良く引き受けていただいたと感心しております。 

 企画した斉藤えみこ職業奉仕委員長ありがとうございました。

佐々木義朗委員、野寄豊文委員、お疲れ様でした。 

1. 例会日の変更 

(1)2月9日通常例会 三役担当の「千歳

市長卓話」から青少年奉仕・RA担当に変

更になります。 

(2)3月9日通常例会 三役担当のクラブ

協議会から環境保全委員会担当に変更に

なります。 

(3)3月23日通常例会 青少年奉仕・RA

委員会から健康委員会の担当に変更とな

ります。 

(4)4月27日通常例会 健康委員会担当から三役担当の「千歳市長卓話」に変

更になります。 

2. 部外団体等への出席 

(1)1月20日(金)千歳工業クラブ新年交礼会に会長が出席いたしました。 

(2)1月26日(木)千歳地区交通安全協会新年交礼会に会長が出席いたしまし

た。 

(3)1月26日(木)札幌千歳会に斉藤副会長と藤川会員が出席いたしました。 

3. 下期会費とIM登録料の入金を2月15日までにお願いいたします。 

4. 本日例会後にこの場所にて大西年度理事会を行います。理事の方はよろ

しくお願いいたします。 

お客様紹介（齊藤 博徳 会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本例会のゲスト卓話でお越しの講師であります、札幌方面千歳警察署刑事

第二課組織犯罪対策課係 係長 警部補 坂口 聡 様です。 

委員会報告 

◇青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長 

 ただいま今野幹事よりご説明がありま

したが、当委員会の担当例会が3月23

日から次回の2月9日の例会に変更とな

りましたのでＰＲさせていただきます。

例会内容としては当委員会の荒 洋一 会

員より「貧困な子どもたちへの支援」と

いうテーマで会員卓話をしていただく予

定です。ロータリー活動への参考にもな

る貴重なお話が聞ける機会となりますの

で、多くの会員のご参加をお願いしま

す。 

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/DSC020351.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/DSC020261.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/DSC02037.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/DSC02042.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/DSC02043.jpg


2 

 

 

出席率 

今回 :68.8％（ 1月26日＝44／63 実数） 

確定 :82.5％（ 1月12日＝52／63 うちMu0名） 

◇講師紹介：クラブ奉仕委員会 五十嵐 宏 委員長 

 皆さん、こんにちは。本日はクラブ奉

仕委員会担当ということで千歳警察署の

方に「企業における暴力団対策につい

て」と題しまして暴力団等反社会勢力に

ついて卓話をお願いしております。 

 詳しくは、千歳警察署の方からお話し

がありますが、昔は千歳に８団体で３５

０人位いましたのが今では１団体で人数

も少なくなってます。千歳警察署の方か

ら色々話されると思いますが、やはり未

だ千歳にはいますので、会社企業関係で暴力団絡みで事件になる前に、千歳

警察署の方か千歳市暴力追放運動推進協議会に相談していただけると対応で

きると思います。日にちが経ってからだと対応が難しくなります。 

 詳しくは、これから千歳警察署の坂口聡様が皆さんにお話しくださると思

います。坂口聡様よろしくお願いいたします。 

 

◇部外講師: 札幌方面千歳警察署刑事第二課組織犯罪対策係 係長 警部補 

坂口 聡 様 

テーマ「企業における暴力団対策につい

て」 

 皆さん、こんにちは。千歳警察署の刑

事第二課組織犯罪対策係の係長をしてい

ます坂口といいます。組織犯罪対策係と

言いましてもメインは暴力団の取り締ま

りです。千歳RCの皆さんには、日頃か

ら警察業務全般に渡りましてご理解ご協

力頂きありがとうございます。 

 お話しの前に、先ず警察庁で作ってい

る暴力団排除に関するＤＶＤがございます。１８分ほどのビデオです。すご

くわかりやすいビデオですので、皆さんの暴力団対策に参考になると思いま

す。ご視聴下さい。 

・ビデオ視聴「暴排のシナリオ～ヤツらがあなたを狙ってる！」～工事の下

請け参入等の要求編 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・反社会的勢力との関係ができる。・執拗・不当な要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・暴力追放センターに相談 ・断固拒否 ・警察へ通報 

〇暴力団等反社会的勢力への対応 

1.大原則=組織的な対応 2.平素の準備 3.基本的な対応要領 

 

 今、ご覧になっていただいたビデオの内容は全くその通りであります。相

手が暴力団とわかっていて取引をするという事になれば、自治体からの勧告

職業委員会卓話 

があります。これは暴力団排除条例等で決まっております。今現在はホーム

ページ等で勧告している企業はありません。 

 ところで１９年振りに日本人の横綱が

誕生しました。日本相撲協会は、暴力団

排除条項を整備していて相撲については

入場も断り、観客として入るのも断って

いるのが実態です。 

 皆さんゴルフをされると思いますが、

JＰＧＡ(日本プロゴルフ協会)につきまし

ても、各ゴルフ場に暴力団関係者の利用

を断る様にということで、申込書に「私

は反社会的勢力ではありません。」とい

う項目があるのをご覧になったことがあると思われます。「私は反社会的勢

力ではありません。」と記載された申込書に、暴力団関係者がサインする

と、その身分を隠してゴルフ場の従業員をだましてプレイするという事にな

りますので、これは詐欺罪です。過去に何人も逮捕しています。道警でも去

年２人ほど逮捕していますが２人共有罪になっています。暴排条項に基づい

た詐欺ということに対して非常に力を入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成になってから暴対法が施行されました。ここ数年全国各地の自治体で

暴排条例が制定されました。平成２６年には千歳市でも「暴力団排除条例」

が制定されてます。 

 千歳警察署でも毎年１人か２人を口座詐欺で検挙しています。全て有罪で

す。一昨年ですか暴力団関係者の身分を隠しアパートの契約をして住みまし

た。賃貸借詐欺と私達は言っていますが、詐欺罪で検挙しました。懲役１年

になっております。その様に活動を制限されていますので、活動範囲は間違

いなく狭まっています。暴力団関係者は、預金通帳の口座を開設することが

出来ない、不動産会社と賃貸・売買の契約が出来ないなど日常生活にかなり

の支障をきたしています。 

 皆さんにお願いがあります。企業の中で暴排条項を導入がまだの方々は。

ぜひ暴排条項を導入していただきたいと思います。契約の相手方に対して

「私は反社会的勢力である暴力団員では無いです。今後も該当しません。そ

ういう事を確約します。」ということを記載した契約書が有れば相当の抑止

力になります。署名押印させるだけで結構です。これで詐欺罪を立証できま

す。勿論それには契約約款とかそうい

うものをきちんと整えておかなければ

なりません。 

 暴力団関係者かどうかはわかりにく

いと思います。でも調べられます。私

どもの方に聞いて下さい。書類提出が

必要ですが、暴排条項が整えられてま

すと情報をお伝えすることが可能で

す。 

 最後にもう一つだけ言わせて下さ

い。千歳市暴追協、いわゆる千歳市暴

力追放運動推進協議会というのがあります。ここに居られます五十嵐さんが

会長です。会費はかかりますが、会員になるとこういう立派なプレートを交

付しています。各企業の玄関等に飾っておけば、結構な抑止力になると思い

ます。 これを機会に是非、入会されていない方がいらっしゃいましたら、宜

しくお願いいたします。 

※暴力追放事業を推進するため「賛助会員制度」を設けています。団体・個

人の賛同を得て、多くの皆さんにご加入いただいております。皆さんのご理

解、ご支援をお願いします。 

[会費] 年会費1口20,000円 1口以上会員証プレートが交付されます。 

 

◇お礼のことば：大西 信也 会長 

 企業が知らぬ間に暴力団との取引相

手になってしまうというのは驚きでし

た。色々な暴力団の情報を聞かせてい

ただきまして非常に参考になりまし

た。これからも私たちを暴力団から

守っていただきたいと思います。今日 

は本当にありがとうございました。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい

～ 

◇大澤  雅松 次年度副会長 

 昨日１月２５日、2017―18年度第

1回理事会を、瀧澤会長エレクト（次年

度会長）はじめ理事予定者11人全員が

出席し、羽生会員が経営する「ゆきあか

り」で開催しました。 

 理事会では、瀧澤エレクトが千歳ロー

タリークラブへの思いを、50周年を迎

える年度であること、ガバナー補佐を輩

出する年度であることなども含めて語

り、出席した理事からは活発に意見や提

言が述べられました。瀧澤エレクトの思

いを50周年記念事業に具体化する上で大いにヒントになる意見もあって、

活動の展開が期待できるものでした。 

 次年度に向け今後は、理事以外の各委員長を内定し、理事以外の各委員長

が内定しましたら第2回理事会を開いて承認手続きを取り、さらに委員長会

議、各委員会の構成、次年度へ向けたパスト会長会議などを順次、開催し、

次年度計画の策定を進めていく予定です。さらに現在の大西年度のうちに

50周年に関する実行委員会はじめ式典、祝賀、記念事業、記念誌など各委

員会を立ち上げていくことになりました。 

 これから会員の皆様お一人ずつに正副委員長や委員のお願いをしていくこ

とになります。ご協力をよろしくお願いします。 

 

本日のニコニコＢＯＸ  12名 12,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  
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