
■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
青木、宋、田川、二宮 (登 )、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者
新川 (地区）、斎藤（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト
市川　弘幸様（神奈川県旭警察署長）

小林　克生様、渡邊　淳様（神奈川県旭警察署）

■ 10 月皆出席者表彰

後藤　英則会員　　　　　７年

本日の出席数        24 名

本日の出席率     86.21％ 修正出席率       95.83％

会員数　 　 　    31 名
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■会長報告
　皆様、こんにちは。先日の区民まつりには、

多くの方にご出席いただき、ありがとうござ

いました。全国的に晴天で、来場者でにぎわ

う中、昨年より多かったお米も順調に販売で

きました。また、募金も 29,015 円となり、今

年も、被災地の子ども達へプレゼントを贈る

事ができます。ご寄付いただいた皆様に、心

より御礼申しあげます。

　本日、10 月 24 日は、世界ポリオデーとなっ

ております。「ポリオ撲滅まで、あと少し」こ

の言葉は、私が入会する前から言われていま

す。

　それなのに、なぜ撲滅しないのか、まだ募

金をするのかと思われるとますが、RI 会長は

ポリオへのメッセージの一つで、このように

話されています。

　世界では、毎日 36 万人の赤ちゃんが生まれ

ます。これらの赤ちゃんをポリオから完全に

守るには、それぞれの赤ちゃんにポリオの予

防接種を１回だけでなく、数回行わなくては

なりません。ウイルスの伝播を食い止めるに

は、一時的に世界すべての子どもが、ポリオ

の十分な免疫をもっている状態でなければな

りません。しかも、毎日誕生する赤ちゃんに

ウイルスが及ぶ前に。
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　        　上：感謝状　    下：寄贈した図書

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　11 月 28 日㈬移動例会

　　　職業を語る会

場所　横浜市立奈良中学校

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　10 月 25 日㈭移動例会

　　　職場訪問　

　　　チョコレート工房「ショコラボ」

　　　都筑区 30-17

日時　11 月１日㈭通常例会
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　撲滅を実現する唯一の方法は、私たちが現

在取っているアプローチ、つまり大規模かつ

一斉規模で行うこと以外にないのです。毎年、

ワクチン約４億 3000 万服を届けるための膨大

なネットワーク、そして大規模な一斉キャン

ペーンを実施することです。

　遠方の土地、信じられないほど離れた村々、

戦争、政情不安、貧困、そして何億人という

子ども達。そのすべてに予防接種をしなけれ

ばならないのです。撲滅を完遂する唯一の方

法は、私たちの持つすべてを同時に注ぎこむ

ことです。確かに高額ですし、難しいことで

もあります。壮大な野望と範囲に及ぶ仕事で

もあります。

　しかし、皆さんのおかげで、私たちにはそ

れができるのです。世界ポリオデーには、私

たち皆がこのことを肝に銘じ、理解する必要

があります。

　今、私たちが持つすべてを注ぎこみ、資

金を集め、認識を向上し、ポリオ撲滅（End 

Polio Now）へのインスピレーションとなる時

が来ていると話されています。

　どうぞ、皆様のご理解のもと、世界中の子

ども達のために、まもなく来るポリオ寄付も

宜しくお願い致します。

○地区関係　

ロータリーリーダーシップ研究会パート３

日時　11 月 25 日㈰

　今年度、最後の開催となります。

参加希望の方は、事務局までお願い致します。

○クラブ関係

　昨日、ひまわり学園にて、当クラブからの

図書寄贈による感謝状贈呈式に私と国際奉仕

の二宮麻理子委員長、青木副委員長、二宮登

会員、宋会員と出席して参りました。

　生徒達はとても喜んでおり、お礼の言葉と

教育長からは感謝状までいただきました。

　ひまわりを運営している横浜市教育委員会

の方々から、くれぐれも、皆様に宜しくお伝

えくださいとのことでしたので、ご報告致し

ます。
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日時　11 月８日㈭→ 10 日㈯地区大会

日時　11 月 22 日㈭休会

日時　11 月 29 日㈭夜間例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

○当、旭ロータリークラブ

日時　10 月 31 日㈬休会

日時　11 月７日㈬通常例会

日時　11 月 14 日㈬→ 10 日㈯地区大会

■社会奉仕委員会               　    目黒　恵一

　本日は旭ふれあい区民まつりの中間報告致

します。収支は後日報告します。

　ロータリー会員 23 名出席していただきまし

た。お米販売に関しましては、岩沼 RC より、

今回 300 袋納品して頂きました。

1袋 700 円× 256 袋＝ 179,200 円

残り 44 袋

* 会員の皆様のご協力をお願い致します。

なお、募金金額は 29,015 円でした。

■災害対策委員会               　    五十嵐　正

　先週の例会にてクラブ災害支援基金の発起

人の募集をさせていただき、大変多くの会員

の賛同を得ることが出来ました。ありがとう

ございます。あと何名かの会員のご意志の確

認をへて、今後は OB にも呼びかけをさせてい

ただきます。

　これまで基金の指針を発表しておりますが、

委員会として現状議論しております。資金の

拠出基準を発表させていただきます。　

拠出基準

１）１回の拠出額を基金の最大 50％以内とし

　   50％は地元の被災に備える。

２） 被災地 RC の支援事業とする。

３） ・３万円以下　  災害委員会の判断

    ・３～ 10 万円　 理事会審議

    ・10 万円以上　 全体審議

　災害時の案件のご提案は会員どなたからで

もお受けいたします。

今のところこのような内容で議論しておりま

す。何かお気づきな点がありましたらご教授

願います。

　また、発起人にご賛同いただいた会員は、

恐れ入りますが、11 月末までに事務局に納付

願います。その際必要な方は領収書を発行し

ますのでお申し出ください。

■５分間情報　             　　岡田　清七

　委員長から、基本的教育と識字率向上の課

題をいただき、改めて勉強させていただきま

した。いかに大きな課題かと知りました。

　先日、女性がこの課題に取り組みノーベル

平和賞をいただきました。ロータリーにはロー

タリー財団で取り組んでいます。

　是非この機会にポリオを含め、ロータリア

ンとして世界に目を向けていただければと思

います。５分間情報を通じてお願い申し上げ

ます。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①神奈川県旭警察署長市川弘幸

様、渡邊淳様、小林克生様、本日はご多忙の

ところ、有難うございます。卓話宜しくお願

い致します。②区民まつりでは、目黒社会奉

仕委員長をはじめ、皆様お疲れ様でした。

安藤　公一／①市川署長様、ようこそお出で

頂きました。卓話宜しくお願い致します。②

10/21 の旭ふれあい区民まつりではお疲れ様

でした。お天気が良くて何よりでした。

後藤　英則／ RC 在籍 30 年、やっと７年の皆

出席です。10 年いや 20 年を目標に頑張りま

す！

佐藤　利明／①秋晴れのすがすがしい天気で

気持ちが良いですね。旭警察署市川署長様、

本日の卓話よろしくお願い申し上げます。ご

同行の警務課渡邊様、小林様ご苦労様です。

②旭区民まつりご参加の皆様、お米の売れ行

き大盛況でしたね。大変ご苦労様でした。

吉原　則光／市川署長さん、公務ご多忙の折、

卓話いただき大変恐縮しております。よろし

くお願い致します。

兵藤　哲夫／署長さんの愛犬リュウちゃんの

手術が無事成功して、本日はにこにこ顔でお

会いすることが出来ました。卓話よろしくお

願い致します。

関口　友宏／①市川旭警察署長をお迎えして。

②区民まつりでは、皆さんご苦労さまでした。

二宮先輩の客寄せのうまさには感服しました。



– 4 –

五十嵐　正／①旭警察署長市川様、本日の卓

話よろしくお願いします。②区民まつりでは、

目黒会員をはじめ皆様お疲れ様でした。

内田　　敏／旭警察市川署長、小林様、渡邊様、

本日の卓話宜しくお願い致します。

太田　勝典／旭警察署長市川様、本日の卓話

よろしくお願い致します。

大川　伸一／①先日の区民まつりはお疲れ様

でした。好天に恵まれて良かったと思います。

②市川旭警察署長様、ご苦労様です。本日の

卓話をよろしくお願いいたします。

目黒　恵一／先日の旭ふれあい区民まつりで

は、朝早くから皆様のご協力いただきまして

本当に有難うございました。お陰様でお米の

販売もスーパー売り子（ノボル・ニノミヤ）

のおかげで順調に売れました。

佐藤　真吾／旭警察署、市川署長はじめ渡邊

様、小林様、本日はお忙しい所、当クラブ例

会にお越し下さり有り難うございます。卓話

よろしくお願い致します。

須藤　　亘／①先日は区民まつりお疲れ様で

した。晴天に恵まれ素晴らしいお祭りでした。

②本日はお忙しいところ旭警察署より市川様、

渡邊様、小林様ようこそおいで下さいました。

どうぞ宜しくお願い致します。

北澤　正浩／①市川署長様、本日の卓話よろ

しくお願い致します。②目黒社会奉仕委員長、

旭ふれあい区民まつりお疲れ様でした。

■卓話
○卓話者紹介　　　　　　　　　 佐藤　真吾

神奈川県旭警察署長　市川　弘幸様

　長野県出身。昔からスポーツ好きで、高校

では野球に夢中になっていらっしゃいました。

警察学校卒業後は、働きながら「具志堅用高

さんの必死さに憧れて」プロボクサーを目指

した時期もあったそうです。前任地は、神奈

川県警察本部人身安全対策課でストーカーや

虐待対策などに尽力され、今年の３月 19 日付

けで旭警察署長に着任されました。署長職は、

２年間務めた逗子警察署以来、２ヶ所目にな

るとの事です。県内各署や警察本部などでは

長年「防犯」分野で職務に励まれ、警察官と

して全国で初めて「総合防犯設備士」の資格

を取得されております。ちなみに旭区とも縁

があり、平成７年に旭警察署地域課で勤務さ

れていらっしゃいます。

「安全で安心して暮せるまちづくり」
　　　　　　　　  旭警察署長　市川　弘幸様

　日ごろは、防犯活動にとどまらず、警察行

政全般にわたりご協力をいただいております

こと、この場をお借りしてお礼申し上げます。

本日は貴重なお時間をいただき有り難うござ

います。安全で安心して暮らすことのできる

まちづくりについておはなしさせていただき

たいと思います。

　これまでの犯罪抑止の考え方は、従来、犯

罪者自身の人格や境遇に求め、それらを改善

することで犯罪をなくそうとするものでした。

　1970 年代まで欧米では、犯人の検挙、刑務

所での更正など犯罪者の処遇に力を入れてい

たが、次第に限界を感じるようになってきま

した。

　近年、被害者や場所に着目し、犯罪が発生

しにくい状況をつくることで犯罪を防ごうと

するものに注目されています。

　犯罪を未然に防ぐ事が重要視されています。

　犯罪者から犯罪の機会を奪うことで犯罪を

未然に防ごうという考え方を基に、安全・安

心まちづくりを行おうとするものです。

　犯罪者から犯罪の機会を無くして犯罪を未

然に防ぐという考え方は、皆さんもご存知、

神奈川県犯罪のない安全安心まちづくり条例

の第１条（目的）に書かれています。

　犯罪の防止のための自主的な行動、犯罪の
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防止に配慮した生活環境の整備その他の犯罪

の発生する機会を減らすための取組を推進す

るとあります。

　これからの犯罪の発生する機会を減らすと

いうことについて、自転車泥棒を例にあげて

考えてみたいと思います。

　どんな時に、自転車が盗まれるか。　

　では始めのほうでお話しました「犯罪者か

ら犯罪の機会を無くして犯罪を未然に防ごう

という考え方」について少し説明したいと思

います。

　犯罪は３つの要素が揃った時に発生すると

言われます。それは、犯人、被害者、そして、

機会・環境です。

　被害者つまり、自転車と犯人が遭遇しただ

けでは犯罪は起きません。犯罪が起こりやす

い環境の中に、あるいは、犯罪が起こりやす

い状態に自転車があったときに、犯人が自転

車に接近したとき自転車が盗まれてしまうの

です。

　さて、犯罪が起こりやすい環境、状態、機

会とはどんなものなのでしょうか。

　どこかで見かけたことのある自転車置き場

です。身近にこんな自転車置き場はあるでしょ

うか。犯罪の啓発看板が外れかけ隠れていま

す。自転車が倒れたままで整理されていませ

ん。この自転車置き場は、誰が見ても管理さ

れていなく関心がないということがわかりま

す。これが、犯罪がおこりやすい環境、状態

です。ここに人目がなく防犯カメラも設置さ

れていなければ、盗むのに絶好のチャンスと

なるわけです。仮に、人目があったとしても、

自転車が整理されていないので、持ち主が自

転車を探しているのか、泥棒が物色している

のかわかりませんし、周りの人も我関せずで、

疑いの気持ちさえわかないのではないでしょ

うか。

　それでは犯人に自転車を盗まれないため、

つまり犯罪が起こらないようにするためには

どうしたらよいのでしょうか。

　先ほど話しました犯罪が発生する３つの要

素の１を取り除けば犯罪が起こらないという

ことになります。３つの要素のうち皆さんが

できること。それは犯罪が起こりやすい機会・

環境を作らないようにすることです。

　犯罪が起こりにくい防犯環境を築くことで

犯人の接近を抑制し犯罪を予防することがで

きます。

　それでは、防犯環境をつくってみましょう。

先程の自転車置き場です。この自転車置き場

をどのようにしたら自転車が盗まれない環境

にすることができるのでしょうか。　

　泥棒の経験がない皆さんにはちょっと無理

な話かも知れませんが、自転車泥棒の目線で

この自転車置き場をご覧下さい。

　いかがですか ? 何か感じるものはあります

か ? 泥棒の目線にはなれなくても管理された

自転車置き場だなと感じたのではないでしょ

うか。整然と並べられた自転車を見て管理者

の意思が伝わってくるのではないかと思いま

す。そう思うのは私だけでしょうか。さらに、

自転車の鍵が２箇所しっかり施錠されていれ

ば抵抗力も大きくなり犯行の機会が大きく失

われます。このように犯罪の発生する機会を
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減らすために、犯罪が発生しにくい環境を整

備することを防犯環境設計と呼んでいます。

　ここで防犯環境設計についてお話したいと

思います。犯罪者が好むところとはどんな場

所でしょうか。それはいま話しました防犯環

境が整っていないところです。ひと言で言い

ますと、入りやすくて、見えにくいところです。

犯行現場に侵入するのに手間や時間をかけず、

犯行現場を人に見られないところです。

　では我が家の防犯活動は、どのようにした

ら良いのでしょうか ? 何度もおはなししてい

ますとおり、犯罪者が犯罪を起こしにくい環

境をつくる活動を行うことです。

　入りやすくて、見えにくいところを探して

「入りにくくて見えやすい」場所に環境をつ

くっていくことです。

　先ほど防犯環境設計のところで話しました

自然監視性の確保を思い出して下さい。こん

な家は泥棒は入りにくいですね。周りに家が

無く見通しばっちりです。

　ところが大概の家にはこんな生垣がありま

すが見通しはどうでしょう。それから、接近

の制御です。ここに門扉を設置すること、そ

の門扉も常時閉めることが接近の制御をしま

す。また、窓の下に踏み台になるような物置

にしないことが接近の制御になります。敷地

内に電柱があったり、隣の家と接近していた

ら。電柱を登ってベランダに飛び移り新入さ

れます。ガラスはクレセントの部分を割りま

す。こんなふうに割って、クレセントを開け

ます。

・補助錠を上に付ける。

・防犯ガラスは見えない場所に。

　被害対象の回避・強化つまり強い防犯機器

については後ほど防犯コンシェルジュの方に

お話していただきます。

　防犯は防犯環境を整備するだけでなく意識

を高める事も大切です。防犯活動を行う私た

ちが手と手を取り合い防犯意識を高めていく

ことで、強固な防犯環境が作られることにな

ります。

　こうして高い意識で防犯環境を作っていく

ことで犯罪が発生する機会を減らしていきま

す。これからも安全で安心して暮らせる地域

社会の実現のために今後とも警察行政にご理

解、御協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。

　結びに横浜旭ロータリークラブの益々のご

発展とご臨席されています皆様のご健勝ご多

幸を祈念いたします。 

○クイズ

ｑ : 泥棒が侵入しようとする場合、何に一番

　　気をつけているか ?

Ａ :留守かどうか

ｑ : 泥棒が入って物色する場所で、一番多い

　　のは ?

Ａ :たんす

ｑ :泥棒が持っているもので一番多いのは ?

Ａ :ドライバー

ｑ :侵入しようとしてあきらめる時間は ?

Ａ :５分

ｑ :留守かどうかを確認する方法

Ａ :チャイムを鳴らす

ｑ :泥棒をあきらめた理由

Ａ :挨拶された

*参考

【神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり条例】

　平成 17 年４月１日施行

　平成 21 年３月改正

（目的）第一条

　この条例は神奈川県の区域における犯罪の防止

等について、県、県民及び事業者の責務を明らか

にするとともに、県民、事業者及びこれらの者の

組織する民間の団体による犯罪の防止のため、自

主的な行動、犯罪の防止に配慮した生活環境の整

備、その他の犯罪の発生する機会を減らすための

組織を推進し、もって犯罪のない安全で安心して

暮らすことができる社会の実現に資することを目

的とする。

■次週の卓話
11/14 ㈬→ 11/10 ㈯地区大会への移動例会
　　　　　　　　　週報担当　　関口　友宏


