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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＪＵＬＹ １６ ２００９ ＮＯ．２０２９
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
（2029回）
２）ソング
我は海の子
３）卓 話 「私の打撃理論」
(元)プロ野球打撃コーチ 水谷 実雄 様
安田 義治会員紹介

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ご来訪のビジターの皆様ようこそお越し
下さいました。お時間の許す限りどうぞご
ゆっくりお過ごし下さい。会員の皆様多数の
ご出席ありがとうございます。SAA・会員委員
会･親睦活動委員会ともども楽しく和やかな
例会を目指して活動して頂きますので、今後
とも多数ご出席の程、よろしくお願い致します。
昨日RACの初例会に鍬田副会長・梅本幹事
はじめ多数の会員の皆様と共に出席してま
いりました。当日より米山奨学生の鄭 英海
さんも入会され、今年度30周年を迎えること
もあり、RACメンバー全員はりきって居られ
ました。この件に関しましてもその節には皆
様方のご協力よろしくお願い致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）」のご案
内を本日会員ポストにお配りしていますので
関係各位よろしくお願いします。
②№2･5テーブル情報集会ならびに№3･4テーブ
ル情報集会のご案内を本日させて頂いており
ます。
③「2009～10年度上半期会費のご案内」をさせて
いただいております。お振込みよろしくお願
いします。
④「ガバナー補佐訪問懇談会」の出欠のご返事
がまだの方は事務局までお願いします。
⑤本日13：30～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。お時間の許されます会
員各位の多数のご参加をお願いします。

次週（７月２３日）のお知らせ
１）例 会
（2030回）
２）ソング
君が代・奉仕の理想
３）卓 話 「 日 本 の 隣 」
和田 守道会員
４）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略

西畑一哉様の卓話宜しくお願いいたします。
山村 朋史
26ヵ年在籍自祝
橋本 守之
9ヵ年在籍表彰自祝。今年も宜しくお願い致し
ます。
山田 雅浩
重里ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐頑張って下さい。
石田 道夫
鍬田副会長、梅本幹事殿、郡会長を支えてあげ
て下さい。
中川 政照
郡会長、初例会の郡会長の笑顔に乾杯！！
中川 政照
赤松先輩、いつも笑顔で例会のお迎えありがと
う。感謝！！感謝！！
中川 政照
ｱｰﾊﾞﾘｰ無事帰国。浅井前委員長、一年間ご苦労
様でした。
山本 喬一
本年は副ＳＡＡ、本日は初司会。どうぞよろし
くお願いします。
在本 茂
西浦さんお世話様でした。
井戸 幹雄
平成21
合計金
43,000円
平成21年
21年7月9日
43,000円
累計金
309,000円
309,000円

☆☆先週（7
☆☆先週（7 月 9 日）の卓話☆☆
「平成金融危機と反社会的勢力の侵入」
預金保険機構大阪業務部長 西畑一哉様
山村 朋史会員紹介
日本経済は昭和60年代のバブルの生成とその
後の崩壊によって不良債権問題が長期化、深刻
化した。不良債権問題の解消に長期間を要した
背景には様々な要因があるが、暴力団等の反社
会的勢力が不良債権に絡んでいたことも見過ご
すことのできない要素である。残念ながら欧米
等では平成不況を指して“Yakuza Recession”と

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

74名
52名(68名)
23名
16名

呼んでいる向きもある。
反社会的勢力はバブル期の「地上げ」を機に大
規模に表の経済界、特に不動産・金融業界に侵入
した。その「負の遺産」は現在でも残っており、
債権回収が困難な案件（当局では「岩盤案件」と
呼んでいる）の背後には反社会的勢力が関係し
ているケースが多い。
こうした、表の経済界と裏の反社会的勢力と
の結びつきは、海外では投資を行う上での大き
なリスクと考えられており、海外から関西地区
への投資を妨げる一つの要因としても働いてい
る可能性がある。
こうした状況下、関係当局（財務局、大阪府警、
銀行協会、弁護士会、預金保険機構）では、平成
21年4月に「金融機関警察連絡協議会」を立ち上
げ、反社会的勢力の排除に努めている。
「歴史は繰り返す。一度目は悲劇として、二度
目は喜劇として」という言葉があるが、再び反社
会的勢力の経済界への侵入を許すことはあって
はならない。

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
7月9日、今年度に入ってから初のクラブ協議
会が開催されました。各委員長より今年度の事
業計画が発表され、活発な論議が行われました。

☆☆ 交換来日学生の離日 ☆☆
フェアウエルパーティー
7月2日18:30から第一ホテル６F「ラベン
ダー」において、08～09年度青少年交換来日
学生アーバリー・フォックスさんのお別れ
パーティーが開催され、箕面高校の先生・日
本語ボランティア、ホストファミリー、当ク
ラブメンバー等（計28名）が参加しました。
石田直前会長のご挨拶に続き松宮直前副会
長の乾杯のご発声で和やかのうちに会は進
み、アーバリーさんのスライドによる日本の
思い出へとつづき、郡会長のご挨拶そして高
良直前幹事をソングリーダーにしての「贈る
言葉」の合唱でパーティーは終了いたしました。

）内は会員総数を基準とした値

7月9日の出席率
76.47％
４週間前（6月11日）の
メークアップを含む出席率 87.69％
メークアップ実施会員
2名（欠席者10名)
ご参加頂きました皆様からアーバリーさ
んへ、たくさんのお心のこもったお言葉をい
ただきました。アメリカへ帰国の後も、皆様
のお言葉と日本での思い出が彼女のこれか
らに役立つことと信じております。1年間お
世話になりました関係各位にこころよりお
礼申し上げます。
08～09年度国際奉仕委員長 浅井 顯一

今日でお別れ
先日のFarewell-Partyで皆様と楽しく過
した交換生Aubrey Foxさんが７月８日、帰国
の途につかれました。関空では日本語ボラン
ティアの先生方、最終ホストファミリーの小
林さん家族、そして驚いたことに前年度交換
来日学生のSandra Jochheimさんも来てくれて
いました。
搭乗手続きを済ませたあと、日本での生活
をアルバムで回顧しながら、皆で別れを惜し
みあって約１時間程過ごしました。
彼女が熱心に取り組んで完成した大作の
“漫画”を進呈してくれて、国際線のゲート
を通過して行きました。大きなガラス越しに
映った素敵な笑顔はとても印象的でした。
当クラブからは、徳岡カウンセラー、高良
前幹事、浅井前国際奉仕委員長、吉野委員が
見送りをしてきました。
最後になりましたがお世話戴いた関係者
の方々にお礼申し上げます。
青少年交換委員会

☆☆ お詫びと訂正 ☆☆
お配りしております座席表（7月～9月）に
岩谷栄徳会員のお名前が抜けておりました
ので№4テーブルに追加させて頂きます。
☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・アンダルシア風ガスパッチョ
・ミックスシーフードフライ(海老、キス、
穴子)、 タルタルソース
・季節のフルーツ・ブレッド・コーヒー

