
                                                                                          

 

本日の例会（第１６７１回）      ２／３（水） 

《月間卓話》 

◆スピーカー 加藤 昌之 会長 

◆題   名 平和と紛争予防・紛争解決月間にちなんで 

次回の例会（第１６７２回）     ２／１０（水） 

◆ゆったり例会を行います。 

第１６７０回例会記録     １／２７（水）晴 

◆司   会 梅村 美知容さん 

◆斉   唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1668回例会 

欠席会員数  7名  欠 席 会 員  2名中 

出席会員数  30名  MAKE UP  2名 

出 席 率  81.08％  出席率訂正  100％ 

 

会  長  挨  拶 

                                   会長 加藤 昌之 

この冬一番の寒さ記録を更新しております。これからは暖かくなる

ようですが、気候の変化におきおつけてお過ごしください。 

さて、前回は奉仕活動である「歴

史まちづくり」のお話をしましたが、

今回は１９年間続けている「木材活

用コンクール」の話をしたいと思い

ます。２０年前、日本木材青壮年団

体連合会からボランティアでコンク

ールを企画してくれないかとの相談

があり企画実施したもので、今年が

第１９回開催です。 

２０年前は、なかなか木材の消費

が増えないし、まして国産の木材需

要が減っている状況でした。業界としてはかなりの危機感がありまし

た。しかし、設計業界に身を置いている私に取っては、時代の要請は

木材活用の時代であり。世界的に見ても木材活用が拡大する予感はあ 

 

りました。 

地球環境の観点から、森林の持続ある開発と木材の有効資源として

の活用が国際的なテーマとなりつつあったからです。環境省も林野庁

も文部省も木材の活用を説いていました。しかし、行政の壁と技術者

の壁がありました。行政の壁は、国交省や消防の自治省が消極的でな

かなか進みません。また技術者の壁は、我々１級建築士です。大学で

鉄骨や鉄筋コンクリートは習ってきたのですが、木造は全くと言って

いいほど知りません。戦争で多くの国民を火災でなくした経験から設

計業界も行政も木造については強いアレルギーがあったからです。戦

後復興は鉄とコンクリートとガラ

スで始まりました。 

しかし、昨今鉄やコンクリートで

囲まれた社会は、地球環境や人間の

身体に与える影響が決してよくな

い事が解かり、流れが変わってきま

した。法令関係もどんどん改正されてきました。補助金等も多くつく

ようになりました。 

最大の変化は、既に昨年皆様にお話ししたように新国立競技場です。

ザハの未来都市を目指した様な鉄とコンクリートとガラスの建築から、

隈研吾の建物を周囲の森と共生させ、木材や樹木をふんだんに取り入

れた環境共生建築に変貌しました。 

この２０年の変化は私にとって意外ではなく、遅すぎる変化だと思

っています。しかし日常の業務は過去の延長からやってきます。ある

べき未来は、理想も未来を追求しようとする人間の善意からやってき

ます。奉仕活動をやる事であるべき未来にもう１人の自分のみをおい

て日々業務を眺める事がとても大切だと思っています。 

 

幹 事 報 告 

１．家族忘年会の写真の申し込みは本日までとなっております。 

２．来る３月５日（土）の創立３５周年記念例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.、４月６

日（水）のシンガポールラッフルズシティＲＣとの合同夜間例会 

及び懇親会の出欠票の締め切りは本日までとなっておりますので、

よろしくお願い致します。 

 

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 
みんなのために！ 
～奉仕と親睦を楽しむ～ 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１５～２０１６年度 Ｎｏ．２６  

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 昌之 幹 事：足立 陽一郎 会報委員長：杉浦 定文 題 字：遠藤 友彦 



ご案内 

・春の家族会について 

（親睦活動委員長 西脇 多吉） 

・日台ロータリー親善会議のご案内  

（国際奉仕委員長 香田 研二） 

 

卓話 

  「繁華街でのぼったくり被害と警察・弁護士の防犯活動」 

                                    会 員  加島 光 

  当地には東海地区随一の繁華

街である錦地区があります。飲食

店が 1000軒以上を数えます。 

その錦地区で、昨年夏頃から「ぼ

ったくり被害」が急増しているこ

とが分かりました。 

愛知県警の統計によると、平成 26年 473件（うち 1人あた

り 10万円を超える料金トラブルは 117件）だったのが、平成

27年 7月まで 371件（うち 1人あたり 10万円を超える料金

トラブルは 54件）と、倍のペースで増えていることが分かりま

す。このぼったくり被害の手口は次のようなものです。 

フリーの客引き（キャッチ）これは、フリーの客引きとは特定

の飲食店に所属していない、という意味でフリーと呼ばれている

のですが、もちろん、迷惑防止条例違反となります。そのフリー

の客引きが、道行く人に、「1時間 3000円でいいですよ」など

と言って、お店に誘導します。そして店で飲食し、また女性の接

待を受けるのですが、その際、女性の飲み物も注文されるのです。 

そして会計をすると、10数万から数十万を請求されるという流

れです。これまでに最高 350万円の請求があったとのことです。 

これに対し、客が支払を拒否すると無銭飲食をするのかといっ

て警察を呼んだり、弁護士に依頼するといっても、弁護士費用の

方が高額だとして、結局若干値引きをして支払わせる等して被害

が発生するのです。ぼったくりは昔からあったようですが、この

客引きから、店、という流れが特徴で、一説には錦地区が発祥の

地とされているそうです。東京の歌舞伎町の規制が厳しくなった

ので、東京の他の繁華街や錦地区を含む地方にぼったくりをする

グループが流れたという話もあります。 

錦地区の防犯警戒活動は、愛知県警本部生活安全部、中警察署、

中署栄幹部交番、栄対策隊が中心となっていますが、代金が高い

安いといったトラブルに対しては、なかなか対応できないことか

ら、平成 27年 8月弁護士会に応援の要請があり、協力すること

になりました。 

9月には中署が主体となってぼったくり被害防止キャンペー

ンをおこない錦地区のビルオーナーや、店のママさんたちと啓蒙

のイベント行いました。我々弁護士は、同じ時期にぼったくり被

害対策弁護団を設立し、東京の歌舞伎町での防犯活動の例を参考

に活動を始めることにしました。 

そして、11月と 12月に被害 110番を実施し、深夜待機し、

実際ぼったくりの請求をされている現場に臨場して、ぼったくり

被害を救済する活動をしました。実際我々の活動で、1件のぼっ

たくり被害を未然に防止することができました。また被害相談の

受付も行い 1件の相談を受け、追加の請求を防止することができ

ました。このように、警察、弁護士会の協力態勢で錦地区のぼっ

たくり被害防止を行っています。 

さらに最近の傾向として、予約のダブルブッキングを装い、系

列と称して別の居酒屋にさそって、数万円の請求をするプチぼっ

たくり被害や、案内と違う女性が来てそれを指摘すると多額の請

求をされるなどの風俗店のぼったくり被害も増えてきているよ

うなので、注意が必要です。ぼったくり被害に遭わないために、

「客引きについていかない」「知らない店には行かない」という

ことを忘れないでください。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

小關 敏光君 

ゴルフ友の会、新年会で優勝しました。ありがとうございます。 

【加島さん、卓話を楽しみにしております。】 

 

 

 

加藤 昌之君 古川 康司君 岩田 滿治君 梶川 久雄君 

近藤  朗君 西脇 多吉君 足立陽一郎君 尾関 正一君 

星川 直志君 梅田  渉君 横井 尚啓君 香田 研二君 

渡邉 泰彬君 遠藤 友彦君 尾關實津成君 入江由希子さん 

加島  光君 

玉置 正樹君 

松岡 三明君 

西脇 良一君 

阿部 美男君 

石黒  勉君 

杉浦 定文君 

斉藤 裕也君 

加藤あつこさん 

木村 雅一君 

 


