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２０１３年９月１８日　第２１１９回例会　VOL. ４５　No. １１

【体　験　例　会】
■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

　 
■本日の欠席者
齋藤、関口、二宮（麻）

■他クラブ出席者
兵藤（横浜西 RC）、二宮（麻）(横浜瀬谷 RC)

佐藤（横浜鶴峰 RC）

■ビジター
国井　真一殿（岩沼 RC）

渡辺　真多殿（岩沼 RC）

松尾　光高殿（岩沼 RC）　　　　＊写真左から

■ゲスト
ナムフォン・ナラサワット君

（国際青少年交換学生）

池田　雅彦殿（神奈川県旭警察署警視）

■体験例会のお客様 ( 順不同 )

○諌山　忠明殿 ( 浜銀 TT 証券二俣川支店長 )

　　　　　　　　　　　　　杉山会員の紹介

○鳥羽　良一殿 (保険業 )　内田会員の紹介

本日の出席率　90.32％

本日の出席数     28 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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○小澤　慎一殿 (建材業 )　内田会員の紹介

○土屋　竜郎殿 (不動産 )　太田会員の紹介

○松本　マツ殿(神奈川県国際センター所長)

　　　　　　　　　　　　　二宮会員の紹介

○松田由紀子殿 (横浜富士見学園中学校長 )

　　　　　　　　　　　　　二宮会員の紹介

○光英　正史殿 (信用金庫支店長 )

　　　　　　　　　　　　　鈴木会員の紹介

■会長報告
　台風 18 号は、日本全国に数々の被害をも

たらしました。大雨、強風、竜巻などの被害

に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げ

たいと思います。人間の想像を遥かに越える

自然の力の大きさに今更ながら驚かされます。

８月 30 日に運用が始まったばかりの「特別警

報」がこんなに早く適用されることになると

は誰しも思わなかったと思います。この「特

別警報」は、過去数十年に経験したことのな

い程の甚大な被害が予想される際に発せられ

ると定義されています。悪いことばかりでも

ありません。台風が夏の熱気を連れ去っても

らったようで、朝晩はだいぶしのぎやすくな

りました。

　今日は、年に２回の体験例会です。ロータ

リアン以外の方々が多数いらっしゃって頂い

ています。いきなり開会と共に、いい大人達

が懸命に歌を合唱したりして少し奇異な感じ

をお持ちになったかも知れませんが、我々ロー

タリーは、親睦の中から奉仕の理想を生み出

す集まりです。地域のため、社会のため、世

界平和のためにできることを実践していこう

という気持ちを今日の例会で少しでも感じて

頂けたら幸いです。

　ゲストの方々とは別に今日は交換留学生の

ナムフォンさんが我がクラブの例会に初めて

来て頂けました。これから１年間一緒に楽し

んでいきましょう。

　そして我がクラブの友好クラブである岩沼

ロータリークラブからも３名もの仲間が駆け

つけてくれています。彼等のクラブは去る９

月 16 日に 46 年目の創立記念日を迎えていま
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す。おめでとうございます。

　本日は池田旭警察署長にお話を伺います。

どうぞ宜しくお願い致します。通常例会より

10 名も多い例会となります。仲間は多いほう

が間違いなく楽しいと思います。今日も楽し

い例会にしていきましょう。

○地区関係

１）9/19 ㈭地区大会チャリティーディナー、

9/24 ㈫地区大会チャリティーゴルフが開催さ

れます。ご参加予定の北沢さん、太田さん、

斉藤さん、鈴木さん宜しくお願い致します。

２）社会奉仕委員長会議

日時　９月 27 日㈮ 15:00 ～

場所　ソシア 21

　千葉委員長宜しくお願いします。同日 IM の

実行委員会が開催されます。今回瀬谷 RC がホ

ストクラブ、我がクラブはコホストですので

市川さん宜しくお願いします。

○クラブ関係

１）10 月 18 日、19 日は地区大会です。

２）10月の20日㈰旭ふれあい区民まつりです。

皆さんご予定ください。

■ナムフォンさんより

　みなさんこんにちは、わたしは Namufon 

narasawad です。Namufon と呼んでください。

タイの NST けんからきました。16 歳です。高

校 2 年生です。勉強はかがくとアートがすき

です。マンガをかくことがすきです。水泳が

得意です。タイの家族は父と母、弟が一人い

ます。タイは小さい国です。季節は夏と雨期

があり、とてもむしあついです。私の NST け

んはタイの南にあり、海と滝があります。８

月 14 日に日本にきました。日本はタイと同じ

くらいむしあついです。日本の host　family

は Goto さんです。お父さん、お母さん、お姉

さんのかぞくです。県立旭高校に通う高校２

ねんせいです。友だちをたくさんつくりたい

です。剣道と水泳のクラブにはいりたいです。

日本でたくさんしたいことがあります。たと

えば hokkaido 雪まつりをみたり、かにをたべ

たいです。アニメのかいしゃにもいきたいで

す。りゅうがくせいとして日本にこれてとて

もうれしいです。どうぞよろしくおねがいし

ます。

■雑誌委員会　　　　　　　　　  田川　富男

　ロータリアンにとって「友誌」は、他クラ

ブの奉仕活動や自クラブの行動を確認するこ

とが出来るロータリーの情報誌です。ロータ

リアンとはロータリーの仲間をあらわし、世

界の各地に居る仲間で、どこで逢っても「やぁ」

と言えるのがロータリアンです。

　横組４P にロ一タリーの生立ちがあります。

20 世紀初頭のシカゴ（その頃のアメリカシカ

ゴはアンタッチャブル等で有名なアル・カポ

ネなどがはびこる時代で、社会的に荒廃した

時代でもありました）に事務所を置いていた

青年弁護士ポール・ハリス氏と友人３人と語

らい、お互いに信頼のできる取引をし、仕事

上の付き合いが親友関係となる仲間を増やし

たいと、1905 年シカゴロータリークラブが誕

生しました。例会の会場を各自の事務所持ち

回りで順番に開くことからロータリーと名付

けられました。そして、今では 200 以上の国

と会員は 120 万人に達しています。

　他業種の仲間であり、直接的な利害関係は

有りませんが多業種の方がおり、専門的なア

ドバイスをしてもらったり、個々での取引は

自由です。それは、ロータリアンには上下関

係はありません。ただ役として会長や幹事と

してグラブに奉仕しています。

　日本のロータリーは 1920（大正 9）東京ロー

タリークラブが創立され、現在では日本の各

地にて 2,280 クラブと会員数 86,462 人が奉仕

活動をしています。

　奉仕活動は各クラブの身の丈に合った活動

であり、個人的にも自分が出来る事を奉仕と

して実行しています。

　今回の、本の内容について紹介させて頂き

ます。この雑誌には裏がありません。それは

両面がおもて表紙の本です。ロータリ一では

新世代を大切におもっています。横５P から
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ホールで講師に曽野綾子さんを迎え、自衛隊

による災害救助訓練の実演を行い、普通では

経験できない事をけいけんし、この会場で新

しい出逢いがあり勉強になりました。

　又大阪で開催された日本で２度目の世界大

会では 2590 地区参加者の会員が大会場に入れ

ずご迷惑をかけて思い出があります。

　福村会員のお父様、福村先生から左近山ス

ポーツ大会入場式、表彰式にも何度か出させ

ていただきました。現在、福村会員が音楽に

よる呼びかけをしていただいていますが、ロー

タリーはこのような地域に貢献度を高める行

動が必要だと思います。

　里親制度については 15 名以上いましたが、

現在は安藤会員１名となりました。里親制度

とは月 4000 円で小学校入学～卒業まで昨年ま

で続けていましたが、４人目の卒業生で、次

は続けられないと相手に迷惑かけてしまうの

で、昨年やめさせていただきました。

　ロータリーの毎年ガバナーのモットーは素

晴らしい！と感じています。その中、自分に

何が出来るか !! ロータリーを実践し、みんな

に豊かな人生を。

■秋の収穫をお届します 　　          漆原恵利子 

たくさんの栗とともに

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

諌山忠明殿 ( 浜銀 TT 証券二俣川支店長 ) ／今

さらですが、東京オリンピック開催決定バン

ザイ。国民がさらに明るく前向きになれます

は全国の子供達への活動が掲載しています。

　ロータリーは奉仕を通して多くの人とふれ

あい、時間が多少掛かりますが新しい発見と

自分を発見させることが出来る時と場所です。

■ 5 分間情報　　　　　　　　 　岡田　清七

　私と旭ロータリークラブとの出逢いは、吉

野会員のすすめで、1982 年 11 月 30 日。(31

年前 )

　当時クラブで一番入会者があった年でした。

入会の時、出席委員当時は２名の委員で休む

ことは出来ない、入口で会員の名前、顔を覚

えることでした。休まれた会員には必ず電話

でメーキャップをお願いする。当時は１週間

前後でした。100％は夢でした。

　旭ロータリークラブに入会したおかげでこ

れほど異業種の方と出逢いが出来たこと、本

当によかったと感謝しています。

　出席委員の次は会報委員で、現在は五十嵐

会員の専門職会員がいますが、週報が一番大

変でした。例会後メモにまとめてテープで録

音したのを確認したり、いただいた原稿が上

手な字で読めずにと、テープ原稿合わせて２

晩かかりました。それをまとめタイプする方

にお願いし、写真を組み合わせ、当時予算が

なく安藤会員の事務所で会員数のコピーをし

て、当日朝、会員に手渡す仕事でした。写真

が濃い薄いの苦情もありましたが、無視しな

いと続けられない。言う人は決まっていまし

たが。

　そんな経験をして、1989 年石井会長の時に

幹事、1992 年副会長、1993 年会長エレクト、

1994 年会長、会長の時、当クラブに地区大

会の役がきて、当時分区代理二宮会員で当ク

ラブが事務局長として横浜そごう９階の市民
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ように。マーケットも順調ですが。ニコニコ

です。本日はお招きありがとうございます。

安藤　公一／①池田旭警察署長ようこそ旭 RC

においでいただきました。本日の卓話宜しく

お願い致します。②体験例会にご参加頂きま

した小澤様、鳥羽様、土屋様、松本様、諌山様、

松田先生、光英様、有難うございます。③岩

沼 RC 渡辺様、松尾様、国井様ようこそ。

福村　　正／①池田署長をお迎えして。卓話

宜しくお願いします。②ナムフォンさんよう

こそ！③ゲストの皆様ようこそ！

増田嘉一郎／みなさん、ようこそいらっしゃ

いました。楽しんでいってください。

杉山　雅彦／①体験例会として、浜銀 TT 証券

二俣川支店の諌山支店長をお連れしました。

どうぞ宜しくお願い致します。②池田署長よ

うこそお越し頂きました。卓話たのしみにし

ております。

吉原　則光／体験例会においでの皆様、ご多

用のところ大変有り難うございます。旭 RC の

例会を十二分に体験して参考にしてください。

岡田　清七／体験例会にご出席の皆さんとの

出逢いに感謝して。

新川　　尚／岩沼 RC の皆様ようこそ！

矢田　昭一／岩沼のみなさんようこそ。過日

は大変お世話になりました。

安藤　達雄／①体験例会にご出席のお客様よ

うこそ。②旭警察の池田署長さん、本日はお

忙しい中卓話にお出でいただきありがとうご

ざいます。

五十嵐　正／①体験例会におみえのお客様、

友好クラブの岩沼 RC のみなさん、本日はよう

こそ。②池田旭警察署長、本日は卓話よろし

くお願いします。

内田　　敏／①旭警察署長池田雅彦様本日は

お忙しい所、卓話においで頂きありがとうご

ざいます。②岩沼ロータリークラブの松尾様、

渡辺様、国井様ようこそ。③本日は体験例会

日です。多くのご参加、小澤様、鳥羽様、松

野様、松田様、土屋様、諌山さま、光英様有

難うございます。

佐藤　真吾／①旭警察署長の池田様、本日は

ようこそお越しいただきました。卓話宜しく

お願い致します。②体験例会にお越しいただ

きましたお客様、本日は有難うございます。

③岩沼 RC の皆様ようこそ。

綿貫　守一／池田署長様、本日は大変お忙し

い中、卓話いただける事誠にありがとう御座

居ます。

太田　勝典／土屋竜郎様、又お客様の皆様よ

うこそ。

二宮　　登／①松田由紀子様、松本マツ様よ

うこそいらっしゃいました。②池田旭署長を

お迎えして。

漆原恵利子／①池田署長卓話楽しみです。よ

ろしくおねがいいたします。②お客様ようこ

そいらっしゃいました。心より歓迎いたしま

す。

青木　邦弘／①池田警察署長様、今日はよろ

しくお願いします。②体験例会にご参加の皆

様ようこそ。③ナムちゃん例会初出席！

■卓話「現在の治安状況について」
○神奈川県旭警察署長プロフィール

　池田　雅彦（55 歳）

　出身地　神奈川県横浜市

　自宅　横須賀市、

　現在は、本村町の署長官舎に単身赴任

経歴

・昭和 55 年 4 月神奈川県警察巡査拝命

・地域課や機動隊を経験し、警察署の生活安

全課長や本部薬物対策課、総警務部で勤務

所属長としては

・警察本部刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器

対策課長

・警務部監察官を経て、平成 25 年３月から、

現職の旭警察署長

講話要旨（統計数値は当日の最新の数値です。）

１）治安情勢

　当署管内の刑法犯の認知件数は 1,395 件、

前年比＋ 116 件となっています。

　特に、発生が増えているのが、侵入盗、自

動車盗、自転車盗で、自転車盗は、ほとんど

が少年による犯行や、ちょっと帰宅の足代わ

りといった軽い気持ちで盗んだ者が多く、被

害者側にも原因があり、鍵もかけずに止めて

おいたというものが非常に多くなっています。
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に減少傾向にあります。

　事故の傾向は、二輪車と高齢者の方の事故

で全体の 65％で減少傾向の中、高齢者の方の

事故だけ増加しており、二輪車の事故の占め

る割合が、相変わらず高い傾向が見られます。

２）振込め詐欺について

　これだけ広報され、振込め詐欺のことを知

らない人はいないというような中で、何故、

被害にあってしまうのか。

○被害者心理につけ込んだ、非常に手口が巧

妙である

○手口紹介

（いくつかの事例を紹介します。詳細についに

ついては省略）

　公的機関が、携帯電話で ATM 機の操作を教

えながらお金を送金させるようなことは有り

得ない。

　振込め詐欺は、まず、ありえない話、とに

かく、携帯電話を無くした、電話番号が変わっ

たと言われても、元の携帯電話に確認の電話

をすれば、絶対に防げる。

３）防犯カメラの設置、増設について

　防犯カメラの、犯罪抑止効果については、

立証済み。

　もうひとつの効果、犯罪捜査の貴重なアイ

テムになっている。

防犯カメラの画像により犯人特定につながっ

た例は数えきれない。

（当署管内での事例紹介をします。詳細につい

ては省略）

　早期検挙、解決することで、連続発生を抑

えることができ、地域住民の方の不安感

を早期に払拭する事もできる。

　定期異動で、新たに副署長以下 22 名が仲

間に加わりました。この新しい仲間も含め署

員一丸となって、旭区民の方がこの街が安全、

安心な暮らしやすい街であると実感できるよ

う、全力を注いでまいりたいと思います。ど

うか皆様も、我々警察活動全般にわたりご理

解、ご協力いただけますよう、よろしくお願

いします。

■次週の卓話　　　　米山月間
                      週報担当　川瀬恵津子

それに比べ、空き巣、自動車盗は、これは明

らかにプロの仕業です。

　自動車は、高級車、トラックなど国外へ持

ち出し高い値段で売れるものばかり、侵入盗

である空き巣、事務所荒、足が付きにくい現

金だけでなく、工具や貴重品といった、盗ん

だ品物を処分して現金を得るという、これら

はまさにプロの仕業です。

　もうひとつ、大幅に増加している犯罪が、

振込め詐欺です。今日現在、当初管内で 18 件、

被害総額　約 4,700 万円、全県下では未遂も

含め 737 件、被害総額約 24 億 2 千万円、前年

比プラス374件、被害額プラス約15億円となっ

ています。

　また、当署管内では、最近、女性に対する

痴漢、公然わいせつといった粗暴事案が多発

していますが、被害女性がスマホ等に夢中に

なって歩いているうちに被害にあってしまう、

まったく被害にあうまで不審者に気づかな

かったという例が多く見られます。スマホ等

のながら歩きに注意をお願いしたい。

○治安状況のもうひとつの目安、110 番の受

理状況ですが、県下では年間 72 万件、当署管

内だけで 1 万 5 千件の 110 番を受理していま

す。１日平均、県下で約 2,000 件、旭警察署

管内で 1 日平均 41 件です。そのうち、30％強

が、緊急性のない相談事やいたずらといった

ものです。

○交通事故の発生状況　　　

人身事故　591 件　前年比－ 35 件

負傷者　　703 人　前年比－ 34 人

死亡事故　２件２人

　死亡事故を除けば、発生件数、負傷者とも

　


