
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  三田みよ子 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

 

◎ロータリーソング 

「それでこそロータリー」       

          

ソングリーダー 小泉  博 

 

 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子  

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 卓話講師 多摩稲城防犯協会  会長 溝口 幸夫様 

  

◎会務報告             会長 小田 泰機 

9 月 12 日多摩東グループ協議会がありました。私は出

席できなかったのですが田崎幹事が出席しました。 

内容については彼に伝えていただきます。 

 

◎幹事報告              幹事 田崎 博実 

 回覧 2750 地区インターンシップ委員会より都立第

5商業高等学校インターンシップ実施に協力要請が来て

いますが学生受け入れの申し込み締め切り日が（9/19）

と直前だったものですからグループ協議会の話により

ますと先延ばしになるようです、日程が決まり次第お知

らせいたします。 

・ハイライトよねやま１７４号 ・ふくしだより   

・１０/２(木)東京サンライズ汐留RCクラブ創立記念パ

ーティ（チャターナイト）のご案内 

・９月３０日ガバナー公式訪問、１０月２日第１２回障

がい者テニススクールの出欠表 

【 委員会報告 】 

◎出席報告     出席奨励委員会 中谷 綋子  

会員総数                  35名 

出席義務者数                 27名 

出席義務免除者             8名 

出席者数 出席義務者 (事前MU1名含)22名 

出席義務免除者             7名                                     

計                       29名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率    29/34  =  ８５．２９％ 

第111７回例会（9/3）訂正出席率９１．１８％ 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 荒瀧 義機  

 小田 泰機  昨日の地震 何もなく無事でした。 

 田﨑 博実  9月20日立川でセミナーやります。 

 足立潤三郎  防犯協会 溝口会長卓話よろしく 

        お願いします。 

 荒瀧義機   溝口幸夫様お久しぶりです。卓話楽し 

みです。ボツボツ、ロータリークラブ

へのご参加を期待します。 

よろしくお願い致します。 

 大松 誠二  溝口様多摩市の防犯活動 ご苦労様 

です。よろしくお願いします。 

 遠藤 二郎  溝口会長ようこそ 卓話楽しみです。 

 萩生田政由  多摩稲城防犯協会会長 溝口様卓話  

        楽しみにしています。 

 菊池  敏  やっと涼しくなりましたネ！ 

 小泉  博  柴崎さん大作をありがとうござい 

ました。じっくり早送りでスーパー 

フルムーンを味わいました。 

 峯岸  忠  溝口さん卓話よろしくお願いします。 

        食欲の秋です あまり太らないよう 

        注意しましょう。 

 宮村  宏  溝口様 楽しみにしています。 

 森本 由美  溝口さま、本日はお忙しい中ようこそ 

        いらっしゃいました。 

        卓話よろしくお願いします。 

 中谷 綋子  防犯協会 溝口さま卓話楽しみです。 

 斎藤 誠壽  溝口様 お話期待しております。 

 津守 弘範  溝口さん久しぶりです。卓話よろしく 

        お願いします。 

 

本日の合計￥１７,０００（累計￥２３８，０６０）  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小田泰機 幹事 田崎博実    
会報・記録委員長 堤香苗  副委員長 菊池敏  
委員 足立潤三郎 伊澤ケイ子 小泉克雄 峯岸忠 宮本誠 海野榮一 

吉沢洋景 

                                                                                                                                                                   ２０１４．０９．１７ 第１１１９回例会  No.２５－１０  ２０１４．０９．２４ 発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
    
 

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



◎その他委員会 

★障がい者テニススクール   実行委員長 峯岸 忠 

本日皆さんのお手元にポスターをお配りしております、 

どこか目立つところに貼ってください。例会終了後に細

かい打ち合わせをしたいと思います。田崎さん、宮村さ

ん、三田さん、柴崎さん、関岡さん、伊澤さん、中谷さ

ん、足立さん、吉沢さん、海野さん、萩生田さん、名前

を呼ばれた方は例会場前のテーブルにお集まり下さい。 

尚ポスターの大きい方が５部ほどありますのでどなた

か張っていただける方がございましたらお申し出くだ

さい。当日はお天気になることを祈っています。 

 

◎表彰 ポール・ハリ

ス・フェロー第5回マル

チプル 

遠藤 二郎会員  

遠藤会員のコメント 

立派な賞をいただきま

してありがとういござ

います。 

私ロータリー財団で地区の方に出てますので周りはど

んどん寄付をしているわけですよね、環境に沿った行為

をしたと言うだけなんですが今後とも宜しくお願いい

たします。 

 

◎卓話者紹介   プログラム副委員長 森本 由美 

 

◎卓話 「防犯カメラ設置完了と25年度活動について」 

多摩稲城防犯協会会長  

溝口 幸夫様 

皆さん今日は。本日は多摩

グリーンロータリークラブ

にお招き戴きましてして、 

有難うございます。こうして

皆さんのお顔を拝見します

と知った方が多くおりまし

て、心強い感じも致します。 

今多摩中央警察署管内におきまして皆さんご存知のよ

うに放火事件（放火と確定した訳ではありませんが）連

続五件の火災が続いております。 

９月１２日（木）東寺方 ９月１２日（金）一宮  

９月１４日（日）聖ヶ丘 ９月１６日（火）東寺方 

９月１７日（水）和田 いずれも新築の家、全焼に近い。 

現場を見てみますと布に石油をにじましてそれに火を

つけて投げ込まれている、あるいは石油をばらまいて火

をつける、あるいは花火を打ち込まれていると言うよう

なことで今多摩署全署を挙げて夜、職員総出でパトロー

ルを実施しております。防犯協会においても防犯カメラ

をこの８月の８日に多摩、稲城に３８台を設置いたしま

した。今このカメラを捜査のうえにおいて検索中でござ

います。もし皆さんのところでも防犯カメラが付いてお

るならば是非ご一報いただきたいと思います。 

人の負傷とか、怪我はありませんが、今までかつてなか

った連続事件が発生しており、これは何としても逮捕し

なければいけないと言うふうに思っております。何とい

っても皆さんの目が犯罪者逮捕につながると思います。

今この多摩がパニック状態に陥っているということを

お知らせし、少しの情報でも是非提供して戴きたいと思

っております。 

また今日も、命は取り止めましたけれども危険ドラック

使用により意識がなくなり搬送された１６歳の少女が

事情聴取を受けておりました。テレビ、ニユース等でド

ラック使用の恐ろしさは耳にしておりますが身近なと

ころで起きている現実を直知しなければいけません。命

にかかわる問題ですチョットおかしいなーと思う人が

おれば警察なりに、注意をしていただくよう是非お願い

したいと思います。 

犯罪状況はここ１０年間連続して毎年毎年件数が減少 

してきております。 

平成２５年犯罪発生状況 

全刑法犯件数1,884 前年累計（24年）2055 ﾏｲﾅｽ 171 

現在までの発生状況 平成25年8月31日現在 1209 

平成26年8月31現在1,155 ﾏｲﾅｽ 55 

また残念なことは振り込め詐欺事件であります。 

私は大丈夫、絶対に騙されないと思っている方が子供や、

孫のことになると別なんです。           

振り込め詐欺発生状況。 

平成25年        44件 1億3330万円 

 平成25年9月16日現在 33件  7,600万円 

 平成26年9月16日現在 19件 1億900万円 

件数は14件減少ですが金額で3,300万ふえております。

このあと２億か、３億になるのか、分かりません。 

この犯罪件数を減少さす、あるいは検挙する、抑止効果

を持っているのが防犯カメラでございます。長い間警視

庁から防犯カメラを設置せよと言う指示もあり、今回防

犯協会として行政に頼らず協会はもちろん、協力団体、

個人寄付を頂きまして５年間にわたって犯罪の起きた

場所をとり、一番犯罪件数の多い場所を選定して３８台

のカメラを取り付けつけました。すでに万引き犯、女性

に対する暴力犯の検挙に威力を発揮致しております。 

昨年は創立２５周年記念誌「あゆみ」の発行と防犯協会

旗を作りました。中々資料が集まらなくて苦労をいたし

ましたが、見て頂いて色々な意見をお聞かせください。 

１０月１１～２０日まで全国安全週間が行われます，第

九方面におきましても九署の署長、防犯協会長が活動報

告をおこないます。今年度の当番が多摩、稲城防犯協会

です。１０月１０日にはパルテノン小ホールで「多摩稲

城市民防犯のつどい」と題して「式典（安全安心まちづ

くり宣言）守ろうよ わたしの好きな 街だから」 催

しもの 「振り込め詐欺防止の寸劇」「二條容子の歌謡

ショー」が行われます。できるだけ多くの方にご参加い

ただき理解して頂くことが大切だろうと思います。私達

だけでは地域の安全安心というもの、難しゅうございま

す皆さんとごいっしょに手を組んで住み良い安全安心

な街づくりに邁進していきたいと思います、これからも

よろしくお願いいたします。 

◎お礼と点鐘                会長 小田 泰機 

  （今週の担当： 足立 潤三郎） 


