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第477回例会平成4年4月21日（火） 晴
へ

◇‘'奉仕の理想” 鈴木理之君、山本眞輔君、講谷龍男君、

黒野貞夫君、三輪康君、松居敬二君

結婚記念祝い。

佐久間良治君本日ニコニコデーに御協力あ

りがとうございました。

◇出席報告
会員

出席率

前回

66(63)名

71. 43%

4月14日

出席 45名

(修正出席率) 98. 41%

6名

◇和田幹事報告
1 ．本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ますので、理事役員の方は1F葵の間へお

集まり下さい。

2． 5／9(土)地区協議会にご出席予定の方

はお忘れなきようお願いします。

◇ビジター紹介

◇お誕生日祝福
永井君(4/10)､永井夫人(4/16)､菊池夫人(4/21)、

谷口君(4/23)､尾関夫人(4/25)､竹内夫人(4/27)、

和田君(4/28)､佐野夫人(4/29)､秋l｣｣君(5/2）

◇秋山会長挨拶
暴力団新法施行

3月に「暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律」が施行になりました。昨年

国会を通過以来新聞雑誌によって多くの話題

を提供してまいりました。対象となる暴力団

側においても専門家による新法への対応が多

角的に検討されているようです。この法律に

国をはじめとする地方公安委員会における暴

力団指定という規定があり、この指定を行う

ことによって初めて具体的にこの法律が生き

てくるわけです。この指定を行うにあたって、

何をもって暴力団とするかが当面の焦点にな

るようです。ニュース等によると警察はすで

に2， 3の団体に対し指定のための新法によ

る聴聞会を行っておりますが、呼び出しを受

けた各団体は任侠道を貫く組織であって新法

にいう暴力団体ではないと反論否定をしてお

ります。新法には11の暴力的要求行為が規定

されております。一般の人の中にも結拙他人

の弱点をあげつらって自分の要求を通そうと

する行為がありますが、必ずしも暴力的要求

行為になるとは限りませんが同じことを指定

暴力団もしくはその構成員が行なった場合は

◇ニコボックス

秋山茂則君今日の笑顔。誕生日祝い。

中山信夫君麻雀例会で久しぶりに優勝し

ました。ニコニコデーに協力して。

新美敢君水野民也さんお気遣い恐縮です。

西村禎二君松林寺の隣組水野和近君（青

空ほしお）をお迎えして。がんばって下さい。

上野保君菊池さん先日のゴルフの際はゴ

メンナサイ。幹事代理を押しつけてゴメンナ

サイ。ゴルフ部の皆さん、一緒にプレー出来

なくてゴメンナサイ。本日、スピーカーに青

空ほしお氏を紹介します。

市原数男君、今井浩壹君、石黒正則君、

釜谷健一君、小山雅弘君、大口弘和君、

大谷和雄君、田部井良和君、鷲野義明君、

渡辺辰夫君本日はニコニコデーです。

岩田さん、御結婚おめでとう。

谷口暢宏君いつも笑顔で。本日はニコニ

コデーです。誕生日祝い。

和田正敏君誕生日祝い。

永井正義君誕生日祝い。夫人誕生日祝い。

菊池昭元君、尾関武弘君‘竹内眞三君

佐野寛君夫人誕生日祝い。
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あります。私の本名は「水野」と申しまして

千種区では小石をもってぽ－んと投げれば「水

野」にあたるという位「水野姓」の多い処で

会員でいらっしゃる水野民也さんも叔父さん

でございます。本日のテーマは「今年のドラ

ゴンズ観」ということですがそれを語る前に

私が、どうしてドラゴンズを応援しているか

名古屋でタレン|､活動をやっているかという

ことの方が興味があるのではないか、私を知

っていただく為にも話を進めたいと思います。

私は昭和17年12月8日生れで、その一年前が

大東亜戦争勃発の日でございました。

当時はこの日を「旗日」としておりました

ので多分この近くで生まれましたが「旗日」

ということでこの日を誕生日にしたのではな

いかと思います。小学校は田代小学校で中学

は城山へ進みました。千種区では田代、城山

といえば当然名門である旭ヶ丘高（旧愛知一

中）へ一生懸命勉強して見事入学し、大学は

親の切なる希望もあり名大に挑戦。残念なが

ら大学と意見が合わず？一浪、予備校から再

チャレンジ、これ又今一歩ということで二浪

3度目に南山大をすべり止めとして挑戦しま

した。

南山大は神様のお助けで英文と経済に合格

しましたが名大は残念乍ら不合格となり南山

に入学。私は語学が好きでしたので英語日本

語では物足らず落語研究会をつくりました。

もう一つの夢は中日ドラゴンズが大好きで

どうしても入団したいその為には野球をやり

たいと硬式野球部に入りました。当時は野球

放送はラジオ中継でしたが一番の思い出は中

日の広野選手が巨人の堀内投手から代打逆転

満塁ホームランを打ちまして嬉しくて家の中

を走り回った記憶がございます。

大学リーグ戦では1部2部とありまして南
山は2部リーグでいつも優勝しており1部の

最下位チームと1部2部の入替戦があり、 1

部ではいつも名古屋大学でしたので名南定期

戦といっておりました。夢であった中日から

お呼びがかからないので卒業後はサラリーマ

ンになりましたが夢絶えがたく上京してコロ

ンビアトップの弟子になりました。そして青

空つきおのコンビで漫才師となりましたが45

年に師匠が参議員に立候補当選し、相棒の青
空つきおが埼玉市会議員に立候補した為コン

ビを解消その時師匠が東京は芸人が多い東京

で仕事をしたいだろうが、これからはローカ

ルの時代がくる。地元名古屋で一生懸命やっ

てみる地元で駄目なら東京も無理だといわれ

名古屋に帰ってきました。そして東海ラジオ

の東海ハイウェーを担当FMカーに乗って「ほ
しおのとびこみマイク」をやっておりました。

その時CBCでは新間正次さんがラジオ朝市

脅かし恐喝として暴力行為にとられる可能性

が高いわけです。ここに指定暴力団か否かの

彼等にとって大問題が存在するわけです。暴

力行為は指定か非指定かによって大いに判断

が別れることになるわけです。最近暴力団の

行動に変化が現れているといわれています。

指定を避けるためのものでもありますが、指

定を受けても自ら行なわなければよいわけで、

自分の貸した金の回収に今までとは逆に組員

が一般人にその取立を依頼するなんてケース

が現れております。日経ビジネスの記事を紹

介します。

新法の第9条6項は、利息制限法が定める

上限を超えた高利の債権の取り立て行為を禁

止している。

この組長は半年前、都内盛り場でレストラ

ンを営む業者に600万円を貸し付けた。しか

し、業者は借りたままで月々の利息の支払い

さえしない。そこで組長は業者と返済法につ

いて話し合ううちに、レストランには1日30

万円の売り上げがあることを知った。そこで、

売り上げの1割、 3万円を毎円返済に回し、

都合lOカ月間、元利合計900万円を返す形にす

れば、返済が楽だろうとなったわけだ。とこ

ろが、そうなると、金利が利息制限法が決め

ている上限（元本100万円以上は年15%)を超

し、新法に触れる恐れがあると判断したよう

だ。そのため、組長はかねて知り合いの喫茶

店主に取り立てを依頼したというのである。

「この組長が言うには、あんたが毎日、取

り立てに行ってくれれば、返ってきた金の半

分はやるというんです。」 （喫茶店主） 。

暴力団組員による債権取り立ては民事介入

暴力の一つである。ふつう一般事業者に取り

立てを依頼された組員は「折れ」といって、

回収したカネの5割を報酬として受け取る。

元手いらずで、さほどの危険もなく、末端組

員でも容易に行える稼ぎである。債権の取り

立てが暴力団の主要な資金源であるのもその

ためなのだが、今や、暴力団が貸し手、取り

立て人が一般人という逆転現象が起き始めた

というわけである。色々と考えるものです。

へ

へ

◇講演

“今年のドラゴンズ観，’

タレント青空ほしお氏

（紹介上野君）

ご多忙の処会員の皆様

多数ご参加をいただきあ

りがとうございます。

私は千種区南明町の生

まれで実家の前には会員

西村さんの松林寺がござ

いまして私とは親戚筋で
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職選挙法及び政治資金規制法の改正が、納得

出来るまで我々有権者は「ノーと言える有権

者でありたい」ものでございます。

つまり有権者がこぞって意思表示をするわけ

ですが、選挙制度が納得出来なければ「投票

する意志がない」旨の権利行使をするなりあ

るいは投票用紙に政治改革と記入したらどう

でしょう現在の公職選挙法では、例え10%の

投票率でも選挙は有効とのことですが、その

過半数の票を得たとしても、全選挙民の5％

の指示で国民の代表を名乗ることには問題が

ありましょう。そういう状況を作り出すこと

によって政治改革を一歩でも進めるつまり有

権者が主役となって、政治屋さんに政治をし

なさいというところがみそです。

昨年12月の高知県知事選挙では、政治には

全くのシロートであるNHKキャスター橋本

大二郎氏が、自民党公認の副知事に大差をつ

けて圧勝し、政界に多大の衝撃を与えまして、

このムードが全国的に拡がりつつあるとのこ

とであります。

従来型の政治にドップリつかった人には、

この変革時代に向いていない返って政治にシ

ロート臭い方が、改革をやり易いということ

でしょう。高知県民が求めたものは、自分た

ちの声を反映出来る政治の実現と広がる一方

の中央との格差の是正でした。当選後県民か

ら託された願いを実現しようと動き始めた橋

本知事がまず直面したのは、民間なら当り前

のことが、政治と行政の世界では当り前でな

かったそうです。今迄惰性で流れている政治、

行政の方向転換には、大きなエネルギーが必

要です。そのエネルギーとなるのは、特にマ

スメディアの関係者、ジャーナリストの方々

の強力な世論づくりで、有権者を動かすこと

でしょう。

私は銀行系列主催の異業種交流会に1年間

加入しておりました。異業種交流会というの

は、ご存じの方も多いと思いますが、異なっ

た職種の人達が集まって意見を交換し、刺激

し合うことで自分を見直し、人生を見直し、

何か良いヒントを得るということで銀行、商

社、建設、印刷、センイ、医薬品等あらゆる

分野の中堅どころに人気があるようです。会

員の事業所を見学し或いは会員が推挙する規
模の大きい工場、事務所を見学したあと議論

し、食事を共にして人生の巾を広げることが

出来たと喜んでおります。ロータリークラブ

もある面で異業種交流会でありますが、ただ

議論の機会が少ないのが一寸さみしい気もい

たします。社会奉仕、職業奉仕などロータリー

活動を通じて、平均寿命まであと10年そこそ

この残り少ない人生を有意義に過させて貰い
たいと願っております。

を担当お互いに中日を応援しようと話し合い

スタンドから「ほしおのドラドラ応援団」を

放送することになりました。

星野監督2年目の時に板東英二さんの「も

えるドラゴンズ」が大ヒット。まことにタイ

ミングが良かったと思います。山内監督の時

は仲々勝てませんでしたが本当のファンは敗

けている時こそ頑張れと必死に応援するもの

で、今の若い人は強いと応援するが弱いとす

ぐけなす。プレーヤーの気持を考えると敗け

たくて敗けている訳でなく一生懸命やってい

る訳です。

今年もスタートしたばかりですが高木監督
はO型で忍耐強く耐える野球でジット動かな

い星野監督とは好対象で一味違った采配をふ
るうのではないかと思います。優勝は結果で

あってチームが一生懸命やったとしてもそれ

以上の事を上げたチームがいたら優勝できな

い反面いい加減にやっていてもそれ以上に悪

いチームがあれば優勝できるというものです。

今年も故障者が多くて大変ですが、この時こ

そ一生懸命に応援するのが本当のファンです。

今年は優勝とはいきませんがせめて上位で頑

張ってほしい。そして来年こそぜひ優勝をね

らってほしいと思います。最後に私の作詞作

曲でクラウンレコードから出しました「やつ

たれドラゴンズ」を声高らかに唱って終りた

いと思います。

（文責渡辺君）

全

◇講演 （4月14日分つづき）
“たかが言葉されど言葉”

会員 今枝秀夫君

「ロータリーの友」3月号11頁に、日本ポ

リオプラス委員長の最終報告が載っておりま

す。この5年間で日本のロータリアンから、

約50億円、全世界のロータリアンから、何と

300億円を超すポリオ資金が集まり、予防接種

によって、全世界の子供から「小児マヒ」の

追放に役立ったとのことであります。

ロータリアン活動も多彩に渉っております

が、この際ロータリー活動の中に、地球上の

人口危機、食糧危機を防ぐ運動をもり上げる

ことを提唱して頂いたらと思いますが、いか

がでしょうか？

今月9日の午後9時NHK放送で、今回行
われたイギリスの総選挙を紹介し、国会議員

一人当たりの選挙費用は100万円台で済んでい

ることを報じました。百数十万円で済むなら、

ひとつ国会議員に立候補してみようと皆さん

もお考えになるのではないでしょうか。もち

ろん私もそのときは立候補いたします。政治

の活性化はそこから始まると思います。イギ

リスのようにやれば出来るわけですから、公

へ
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く事となりましたので数カ月以内にアジアか

それ以外の開発途上国に行くことになると思

います。今現在のところUNICEFで働くこと

に成りそうだということです。その後の予定

は決まっておりませんが、日本に戻ることに

なるかもしれません。国際関係は他の課目に

比べると学問として専門性の高い分野とはみ

なされないので教育関係の仕事ができるかど

うかわかりませんが、将来に機会の有るとき

は、ロータリー奨学金のおかげで得られまし

た北米での体験と国連機関での経験をいかし

て国連への貢献を含めた国際理解の助けにな

れたらと願っております。

深見様並びに千種ロータリークラブの皆様

のますますのご発展をお祈りもうしあげます。

以上宮沢発言は、アメリカに対するうっせ

きした心理がしからしめたという意見の紹介

に始まり、政府、政治家は、 「過ぎたるは及

ばざるが如し」の格言を守って、早めの公定

歩合操作総量規制によるマネーサプライ操作
を発動し国民に安定した生活を提供すべしと

いう議論や地球の人口大爆発、食糧危機に対

する教育啓発活動をロータリアン活動の一部

に加える提案「ノーと言える有権者」を通じ

てのいろいろの政治改革プランなどを申しあ

げましたが、 「頭の体操」が出来たぐらいに

お考え頂きまして、軽くお聴き流し頂ければ

幸いです。

《ー＝~＝一一～－－ラフ

脚雑誌の窓K
笙一＝＝ニーーーニー一一よ

むりながそつこう

第2610地区大会での花園大学々長盛永宗興

さんの「禅は心の名なり」と題した講演をご

紹介します。

師は「自分を越えた眼を」持つためにどう

したらよいか色々なたとえをあげその教えを

説いておられます。 「手を打てば魚は集まる

鳥逃げる下女は茶をくむ、猿沢池」手を

打つと、池のコイはえさがもらえると思って

集まってくるし、木の枝に止まっている鳥は

危険が迫ったと逃げて行く。茶店の下女は客

が呼んでいると思って、渋茶をくんで「いら

っしゃい」と出てくる。一つの手の音に、そ

れぞれの経験からさまざまに反応する様子が、

よくわかります。これが思い込みのしこりで

す。また、 「水はコップに入っているときは

コップの形川を流れるときは川の形池に

あるときは池の形になり一瞬たりとも一定の

形をしていない」水と同様に本来形を持って

いないのが心であります。物心がついてから

の思い込みのしこりを捨てて、水のように無

心になることで「自分を超える」ことができ

る。常に無の状態で新たに出会うものを受け

入れる訓練それが禅です。禅とは心の別名で

ある。

オレゴン、ユージーンにてc

竹下鈴鹿

へ

麻雀会

松楓閣4 14(火) P.M.6:00～）

NAME MARK

中山信夫 十45,00O

佐久間良治 十40,00O

成田良治 -21,000

小林 明 -39,000

（於

RANK

優勝

2位

3位

B B

第82回ゴルフ会成績

(ナガシマカントリークラブ 4月17日(金))

RANK NAME Out lN G H℃pNET

優勝永井正義48 41 89 15 74

2位林 淳三47 45 92 18 74

3位秋山茂則 54 47 101 25 76

B B 竹内逸子68 58 126 28 98

（参加者 10名）

※次回は5月22日(金)瑞陵カントリークラブ

で行います。

へ

◇4月度理事役員会議題

1 ．新入会員候補者承認の件。

2． 出席規定の件。

3．地区大会参加報告の件。

会員 19名御夫人 1名

4~ 第2760地区野球同好会の件。

ロータリーの友4月号担当小山雅弘君

◇ロータリー財団奨学生竹下鈴鹿さん

箸.......……........................､お手紙紹介...........､~..､~.....,.........,､~.........．

； 拝啓

： 陽春の頃皆様お元気に過ごされていると思

》います。私はロータリー奨学生として1989年

ミ9月に米国オレゴン州ユージーンに参りまし

；たが、この度オレゴン大のInternational

iStudiesProgramより修士を取得し帰国す

ミる事と成りました。深くお礼申し上げます。

；今後の事ですが、とりあえずは外務省の援助
§で国際連合関係で2年間トレイニーとして働

◇次回例会（5月12日）
クラブフォーラム（地区協議会報告）

◇次々回例会（5月19日）
“放送ドラマの周辺”

中京テレビ放送（株） 常務取締役

岡田善吉氏 （紹介鷺谷君）
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