
■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　太田　勝典

■出席報告

　 
■本日の欠席者
後藤、増田

■ビジター
飯塚　悦男様（岩沼 RC）

■ゲスト
平田　臣一様

(神奈川県警察本部交通参事官兼運転免許本部長 )

■体験例会出席者
松田パウロ・レイネ様 (松田林産代表取締役 )

岩崎　一彦様 (美容室経営 )

飯田　京子様

■２月誕生記念祝

２０１４年２月１２日　第２１３８回例会　VOL. ４５　No. ３０

体　験　例　会

本日の出席率　93.33％

本日の出席数    28 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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　佐藤　真吾会員　　　　　   2.6　

■会長報告
　先週末は、関東南部は 45 年振りの大雪に見

舞われました。おそらく 44 年前小学校６年

生の私は、大雪を喜んで雪の中を犬のように

はしゃぎ回っていたのだろうと思います。今

回は、猫のように炬燵で丸くなっていました。

皆様御身体にお気をつけ頂きこれからも元気

にお過ごし頂きたいと思います。

　冬季オリンピックソチ大会が先週末より開

催されています。今朝未明にスノーボードハー

フパイプで 15 歳の平野歩夢選手が銀メダル、

18 歳の平岡卓選手が銅メダルを獲得し、日本

の若い力の輝きを示してくれました。他の競

技でのこれからの活躍にも大いに期待したい

と思います。

　今月 23 日はロータリークラブが 109 年前に

誕生した記念日です。そして 26 日は、岩沼

RC との友好クラブ締結１周年になります。今

日は、その岩沼 RC より飯塚さんがお越しに

なっておられます。これからも一層の友好を

図っていきましょう。

　今日は、一年に２回しか開催しない体験例

会です。ロータリアン以外の方々にお越し頂

き我々の活動とその背景となる精神を少しで

も感じて頂きたいという主旨で企画していま

す。後ほど簡単な紹介ビデオを上映しますが、

ロータリークラブとは、親睦の中から奉仕の

理想を生み出そうとしている集団です。地域
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のため、社会のため、世界平和のために我々

にできることを実践していこうという志を

持った仲間の集まりです。

　本日は神奈川県警察の平田参事官をお迎え

して卓話を頂きます。楽しみに拝聴したいと

思います。宜しくお願い致します。

○地区関係

１）２月７日㈮に会長幹事会が開催され、福

村幹事と共に参加してまいりました。８クラ

ブ合同例会の次期ホストクラブは瀬谷 RC がお

引き受け頂けることとなりました。

２）２月９日㈰ 15:00 ～ロータリー財団新奨

学生のオリエンテーションが桜木町のピオシ

ティーで開催され、私と新川さんで出席して

きました。この度我々がお世話する高橋さん

も同席され、例会にもお誘いしてきました。

３）第４・第５グループの IM は３月６日㈭で

す。田中作次元 RI 会長のお話楽しみです。

４）３月 29 日㈯にローターアクト主催のイン

ターアクト卒業式の案内が参りました。場所

は捜真女学校 9:00 ～ 16:30 です。2/20 締め

切り

５）第１、第２、第３ゾーン合同の会員増強

セミナーが３月 19 日㈬ 10 時～ 16 時にホテル

オークラで開催されます。その案内が地区よ

りまいりました。締め切りは２月 10 日。当ク

ラブの例会時と重なりますが、私が出席する

予定です。その際の例会は増田次期会長にお

願い致します。

６）３月 16 日㈰ 10:30 ～ 16:00 聖光学院にて

ロータリーセミナーが開催されます。入会３

年未満の会員の方、会長、幹事、R 情報委員

長他希望者が対象です。締め切り２月 28 日

○クラブ関係

１）来週はクラブフォーラムを開催し、皆さ

んと討議したいと思っています。議題につい

ては、当例会終了後に皆様に FAX を入れさせ

て頂きます。皆様の忌憚のないご意見を頂戴

致したく、次回例会にご参加されない方も

FAX でご意見を頂ければと考えております。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　３月７日㈮→６日㈭

　　　第４・第５グループ IM に振替

日時　３月 21 日㈮祭日休会

■岩沼 RC 飯塚様より　　　　　　

　震災以降横浜旭 RC の皆さんには大変お世話

になっております。私は農業を通して地場産

業に関わっておりまして、これまで区民まつ

りで米粉麺等の販売にお世話になっておりま

すので、今回ヤ―コンといって、健康にとて

も良い芋で特に糖尿病にいいとされる南米産

の芋があります。これを玄米に混ぜて麺を作

り本日皆さんに試食して頂こうと持参しまし

たのでお召し上がりください。

　今日の体験例会のお客様には、私がかつて

関わったことがある JICA の方もいらっしゃい

まして懐かしくなり、私はとても運がいいと

思いました。この運を復興にも生かしてこれ

からも頑張りたいと思います。今日は本当に

ありがとうございました。

■体験例会のお客様紹介　　   　　　　　　

○岩崎一彦様 ( 安藤会長紹介 )

　お招き頂きありがとうございます。岩崎一

彦と申します。

　横浜で美容室を２店舗経営しております。

あと安藤さんも経営しておりますカーブスと

いうフィットネスクラブを東京、横浜でやっ

ております。また、北海道に本社があります

会社の役員をしております関係から、横浜と

北海道を行ったり来たりしております。よろ

しくお願いします。



様ようこそ。

福村　　正／①神奈川県警平田本部長をおむ

かえして。②岩沼 RC 飯塚様ようこそ。③飯田

京子様、松田パウロレイネ様、岩崎一彦様よ

うこそ。

綿貫　守一／妻の誕生日にお花をいただき有

りがとう御座居ました。皆様によろしくとの

事です。私も白内障の手術が終わり良く見え

る様に成りました。

吉原　則光／①平田様、大変ご多用のところ

卓話いただき有難うございます。楽しみにし

ております。②先日は妻の誕生祝いをいただ

き感激です。早速飾り楽しんでおります。有

り難うございました。

岡田　清七／①平田さん、本日の卓話ありが

とうございます。②２月１日家内の誕生祝い

のお花を戴きました。ありがとうございます。

③岩沼の飯塚さん、遠いところからようこそ。

安藤　達雄／①平田さん本日はお忙しいとこ

ろ卓話にお越し頂きありがとうございます。

②岩沼 RC の飯塚さんようこそ。

内田　　敏／①松田パウロ様、飯田京子様、

岩崎一彦様、お忙しい中本日の体験例会にご

出席頂きありがとうございます。②卓話にお

いで頂いた平田様、本日はよろしくお願い致

します。

兵藤　哲夫／①ロータリアンの絵画展があり、

五十嵐画伯の素晴らしい作品がありました。

当例会場でも皆さんにお披露目して下さい。

企画いたします。②ゲストの皆様ようこそお

い出下さいました。

二宮　　登／①松田パウロさん、飯田さんよ

うこそいらっしゃいました。②五十嵐さん、

ロータリアンの皆様の絵画展楽しませていた

だきました。

関口　友宏／岩沼 RC の飯塚さん、本日はよう

こそ。

倉本　宏昭／①久しぶりに出席しました。②

平田様、飯塚様本日はようこそおい出下さい

ました。平田様には卓話よろしくお願い致し

ます。③お客様の皆様ようこそ。お仲間にな

りましょうよ。

太田　勝典／①神奈川県警察本部平田様よう

こそ。②松田パウロ様、飯田京子様、岩崎一

彦様ようこそ。

齋藤　善孝／①平田臣一様、本日はお忙しい

中卓話ありがとうございます。②岩沼 RC 飯塚
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○松田パウロ・イレネ様 ( 二宮登会員紹介 )

　お招き頂きありがとうございます。昨年の

フィリピンの台風被害もまだ心に残りますけ

れど、私も 1985 年、青年協力隊で参りました。

そこで初めて日本の木材、杉の木がとても有

りがたいものだと知りました。日本では杉花

粉などで騒がれておりますが、杉の素晴らし

さを海外で教わりました。決して海外にかぶ

れているわけではありましせんが、放浪して

いて、日本の杉松檜のありがたさを身にしみ

ているところでございます。

○飯田京子様 ( 二宮麻理子会員紹介 )

　はじめまして飯田と申します。今日はこん

な立派な会にお招き頂き、ありがとうござい

ます。

　私は藤沢市の公立の小学校、中学校でまだ

日本に来てスペイン語だけで日本語が分から

ず勉強についていけない子ども達の指導をし

ております。2011 年の地震の時かなり地震が

怖いということで、子ども達の母国にかなり

帰ったのですけれど、最近だんだん戻って来

ております。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

飯塚悦男殿 ( 岩沼 RC) ／震災から３年になり

ます。岩沼市、岩沼ロータリークラブへのご

支援ありがとうございます。これからも頑張

りますのでよろしくお願いします。

安藤　公一／①神奈川県警平田様、本日は宜

しくお願い致します。②松田様、飯田様、岩

崎様ようこそいらっしゃいました。旭 RC の例

会を楽しんでいって下さい。③岩沼 RC の飯塚
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様、遠いところからようこそお越し下さいま

した。

漆原恵利子／①県警運転免許本部長平田様、

本日は卓話のためにおこし頂きありがとうご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

②体験例会のゲストの皆様ようこそいらっ

しゃいました。これから毎週お会いできれば

嬉しく思います。

千葉　和裕／岩沼ロータリークラブ飯塚様よ

うこそ。いつもいつも美味しいお米を有難う

ございます。今日はゆっくりして下さい。

田川　富男／①ご友人の皆様、本日は旭ロー

タリークラブにようこそ。ロータリーを感じ

て下さい。

青木　邦弘／平田様、今日はよろしくお願い

します。免許更新でもお世話になっています。

北澤　正浩／①平田様、卓話よろしくお願い

致します。②飯塚様ようこそいらっしゃいま

した。

佐藤　真吾／①平田様、本日はようこそお越

し下さいました。卓話よろしくお願い致しま

す。②体験例会にご参加しただいた皆様、今

後ともよろしくお願い致します。③岩沼ロー

タリークラブ飯塚様ようこそ。④誕生祝いを

いただき有り難うございます。

■卓話「二俣川試験場と旭区内の状況」　
　　　神奈川県警察本部交通部参事官

　　　兼運転免許本部長警視正　平田　臣一

　こんにちは。昨年３月までは旭警察署長を

１年半務めていました平田です。日頃より県

警および旭警察を含め皆様方には物心両面に

おいて大変お世話になり感謝申し上げます。

　只今勤務しております二俣川運転試験場は

昭和 38 年にできました。昭和 20 年代 30 年代

は神奈川区六角橋と南区に横浜市の試験場が

ありましたが、昭和 38 年に県内唯一の運転免

許試験場として稼動を始めました。

　県内での運転免許取得者数は 557 万人です。

16 歳以上が取得可能です。以上と言うことな

ので、上限はありません。高齢化が進み、そ

のあたりは悩みの種でもあり、道交法改正に

おいてもポイントとなっています。免許保持

者の男女比は男性６対女性４くらいで、年齢

としては、40 歳代では、ほぼ 100％に近い人

が保持しています。

　二俣川に試験場が出来てから、50 年が経過

し、現在の建物も耐震化されておらず、県立

がんセンターの新築に伴って、旧がんセンター

のあった場所に試験場が移転し、完成は平成

33 年の予定です。すべては貴重な血税による

ものですから、皆様にとって有効な計画とな

るように図っていきたいと思います。

　では、どのくらいの人々が運転試験場を利

用するのかと言いますと、昭和 40 年代末から

50 年代あたりでは、一日 5,000 人の来場者を

数えたと言います。私自身も昭和 48 年に運転

免許を取得しているので、その際には試験場

へ行っているはずですが、定かな記憶は無く、

ただ、大勢の人がいて大変混雑していたとい

うような記憶だけが残っています。

　現在では、一日の利用者数は 3,000 人程度

です。それは、優良運転者の更新が５年に延

長されたということが大きく起因していると

言えますが、学校の夏休みと冬休み中やゴー

ルデンウィーク中などは普段より多くの来場

者となります。最近では１月 12 日㈰に 5,800

人を記録しました。新庁舎が完成しましたら、

免許発給や講習受講の手順などもよりスムー

スに行えるようになろうかと思われます。

　昨年 11 月には、近隣の４連合町内会に向け

た説明会を行いましたが、多くの方の懸念は、

駐車場に関わることが挙げられ、様々な意見

もあろうかと思いますが、行政指導上も一定

の駐車場を置くこととなっているため、300

台収容可能な駐車場を備える計画としていま

す。

　また、試験場は広域避難場所に指定されて

いると共に、災害拠点として機能させる事態

も考えられ、他県からの援助車両の駐車場と

なる場合などが想定されます。ちなみに災害

が起きた場合、およそ４時間を目処に緊急援

助隊が駆けつけるということになっています。

　ロータリークラブでも震災後の支援活動を

されているとのことですが、県警からも、東
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北３県へ向けて、延べ 96,000 人、一日平均

93 人に上る人員を現在も派遣しています。当

初はご遺体の搬送が主な任務でしたが、現在

は原発周辺の立ち入り禁止区域の警備などに

あたっています。また、３年間という長期で

26 名が出向しております。

　さて、神奈川県内での交通事故による死者

は１年間でどのくらいと想像されるでしょう

か。去年は 168 名です。最近は減少傾向にあ

ります。昭和 40 年 50 年代、暴走族が盛んだっ

た頃は、今の４～５倍くらいの数字でした。

交通安全教育や取り締りの強化などといった

地道な活動が成果を上げてきていると思われ

ます。

　一方、高齢化社会を反映して、この事故死

者数の内 65 歳以上の方は 70 人を数え、さら

に内訳として、歩行中事故にあわれた方が 40

名、自動車乗車中が３名、二輪車が 13 名、自

転車が14名となっています。道交法の改正は、

２～３年に一度行われており、事故にあわれ

た被害者の声が大きく反映される傾向にあり

ます。今後、危険運転致死傷罪が刑法から移

行して、言うなれば、新たな刑罰法令が制定

される見通しです。

　また、無免許運転も厳しく見なされること

となり、19 点から 25 点が与えられることと

なりました。免停中の運転も、当然、無免許

運転となります。点数は累積となりますので、

免許を取得しても、取得前に点数が嵩んでい

ると、更に取り消し期間が延長されるという

事態も起こりえます。

　自転車に関しても違反は厳しく取り締まら

れます。自転車は軽車両となりますから、厳

しい訳です。時代的背景とも言えるでしょう。

　刑法犯の認知件数は、76,900 件です。こ

れも減少傾向にあります。そのうち検挙は

26,800 件で、34.8％です。犯人は 18,911 人

です。検挙率を低いと思われる向きもあろ

うかと思いますが、凶悪犯に関しては、ほぼ

100％の検挙率となっています。旭署管内では、

1,940 件 38.1％の検挙率で、やや上回ってい

ます。

　昨今の情勢としましては、オレオレ詐欺の

横行で、昨年は県内で 1,340 件発生し、被害

額は 41 億円、全国では 487 億円に上る驚くべ

き金額になっています。携帯電話１台で起こ

せる犯罪で、発信元は主に中国と言われてい

ます。求人広告などで募集し、中国へ渡航させ、

犯罪の一端を担わせる手口です。犯人たちは

電話だけのやり取りで、被害者との面識も無

く、顔を合わせることも無いことから、犯罪

の意識も薄いと言えます。被害者のほとんど

は女性であり、日本の家庭の財布は女性が握っ

ていることが多いのだと思われます。不審な

電話がかかってきたら、是非、警察に届け出

てください。県警では毎日 50 ～ 60 人体勢の

コールセンターを設置しており、場合によっ

て、金融機関や隣近所へ警戒を呼びかけるな

どの対策を講じています。自宅の電話は留守

番電話を備えていただくことをお勧めします。

被害金額は莫大で、一国の経済に影響を及ぼ

すほどの金額とも言えるのではないでしょう

か。犯人を逮捕しても、お金を受け取りに来

た人物だけで、なかなか指令者までは行き着

きません。オレオレ詐欺には十分ご注意いた

だきたいと共に、ご協力をお願いします。

　また、サイバー犯罪というのも最近の傾向

です。一昨年、保土ヶ谷警察で逮捕した人物

は真犯人ではありませんでした。インターネッ

トの発信元を削除するなど、技術を駆使した

犯人の手口は巧妙で、警察の知識不足が問わ

れるほどの状況です。

　他にも最近の世相を反映している犯罪とし

て、ストーカーや DV などが挙げられます。逗

子で起きたストーカーによる殺人事件では、

刑事訴訟法で定められている申し渡すべき事

項の手続きを踏んだことによって、ストーカー

犯に被害者の住所氏名が伝わってしまいまし

た。被害者保護の観点から、法の改正が急が

れます。

　旭区内の事件としまして、薬事法で取り締

まることの出来ない脱法ハーブと言われる薬

物を売っていた店がありましたが、近隣の住

民や商店会等の協力もあって、早い段階で閉

店に追い込むことが出来ました。

　安心して暮らすことの出来る安全で治安の

良い環境を守るため、これからも警察行政に

対するご理解とご協力をお願いいたします。

■次週の卓話
駒嶺優茂礼様

「水素エネルギー社会と今後の課題について」
（岩谷産業㈱総合エネルギー事業本部生活総合

  サービス部部長）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　                   週報担当　内田　　敏
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出席者

日時 平成26年2月5日（水）　 安藤公一 青木邦弘 千葉和裕 後藤英則 新川　尚

18時30分～ 福村　正 田川富男漆原恵利子内田　敏（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ出席)

欠席者

場所 クラブ事務所 太田勝典 倉本宏昭 佐藤真吾

【報告事項】

地区： 2/7　18:30～ 第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会 三ツ境ライフ 安藤・福村

2/9　15:00～ R財団新奨学生オリエンテーション 桜木町ピオシティー 安藤・新川

3/6　13:00～ 第4、第5グループIM ハマギンホール

3/16　10:30～ ロータリーセミナー 聖光学院 3年未満、会長、幹事、R情報他

3/19　10:00～ 第１～3ｿﾞｰﾝ増強セミナー ホテルオークラ 安藤

3/29　9:00～ ｲﾝﾀｰｱｸﾄ卒業式 捜真女学校

ｸﾗﾌﾞ： 3/5(水)18:30～ 第11回理事・役員会 旭RC事務所

チャリティーコンサート決算は来月理事会にて承認予定

理事欠員(山崎氏)の補填に佐藤真吾氏（前回会長一任だったため発表済）

交換留学生関連 2/1ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ参加

1月収支 本会計 昨年対比 （詳細別紙） ②交換留学生会計

収入 9,102,044 222,016 収入 1,343,000

支出 6,845,507 276,670 支出 838,827

収支合計 2,256,537 -54,654 収支合計 504,173

特別会計 ③新地区補助金

収入 961,000 -153,100 収入 658,080

支出 113,986 -74,013 支出 658,080

収支合計 847,014 -79,087 収支合計 0

①合算（留学生勘定は除く） 昨年対比 総合①＋②＋③

収入 10,063,044 68,916 収入 12,064,124

支出 6,959,493 202,657 支出 8,456,400

収支合計 3,103,551 -133,741 収支合計 3,607,724

※1/31現在会費未入金が6名、78万円

【審議事項】

1 交換留学生ホストファミリーの件 ⇒　2/19のクラブフォーラムで討議

2 米山奨学生受入、カウンセラー選出の件 別紙 ⇒　2/19のクラブフォーラムで討議

3 鶴峰RC解散への対策 ⇒　2/19のクラブフォーラムで討議

4 米山記念館訪問旅行の件 (岩沼、鶴峰RCにも声かけ済み） 　基本承認を得た。

5 R財団新地区補助金PJの件 岩沼RCの被災地保育園へのｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ配布を提案

（担当：安藤公一)

6 その他 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ決算は来月に理事会で行う予定

【確認事項】

以上

2013～2014年度　　第10回理事(役員）会議事録


