
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  杉山 真一 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

◎国歌「君が代」斉唱 

◎ロータリーソング「 奉仕の理想 」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会  杉山 真一  

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 卓話講師 多摩中央警察署署長   大野  敬様 

      多摩中央警察署警務係  石原 泉雄様 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

会務報告はありません 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

配布：Rの友３月号、クラブ創立２５周年スケジュール

表、ポリオ撲滅支援企業ご加入のお願い 

回覧：バギオだより、花見例会出欠表、ポリオ撲滅チャ

リテイゴルフ出欠表、多摩東グループ IM の出欠表、

東京西 RC 創立６０周年記念式典案内、東京あけぼの

RC国際ロータリー加盟認証状伝達式案内 等。  

東京たまがRC創立25周年記念式典ご案内、 

3月7日、会場狛江エコマホール6階、式典14：30、

特別記念講演、15：50～、祝賀会17：30～ 

最寄り駅小田急線狛江駅徒歩1分 

他クラブ例会変更：東京日野RC 

お知らせ：3月14日夢を育む教育講演会（落合中） 

         オール多摩健幸甲子園（ベルブ永山） 

本日理事会開催します。 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

１．2月18日第3回被選理事会の決定事項 

第１号議案：次年度活動計画策定のための日程 

★クラブ運営管理連絡会議 

第１回：３月４日、第２回；４月８日、 

第３回： ５月１３日、18：30～20：30分 

（いずれも昼例会の夜です） 

★次年度プロジェクト企画会議 

４月８日の例会、４月１５日の例会（今年度は企 

画会議の活性化を狙って２回行います）                 

第２号議案：年間スケジユールについては不確定要 

素があり最終案が確定次第発表致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定済み重要日程は９月１６日（水）ガバナー 

公式訪問多摩クラブとの合同夜例会（ホストクラ

ブ多摩グリーン） 

１０月７日（水）創立２５周年記念式典 

２．本日１８：３０～２０：３０まで第１回クラブ運営

管理連絡会議を瑞雲の間で行います。トリプルヘッ

ダーの方もありますが宜しくお願いします。 

会務報告ではありません。ロタフェローです。 

前々回報告の７日（土）ヴィータホールで神戸、福島、 

多摩をつなぐコンサートにロタキッドが出演します。こ

の日は東京たまがわ RC の周年式典の日と重なっていま

すが演奏会は夜ですので帰ってこられる方は聴いてい

ただければと思います。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 菊池 敏  
 

会員総数                34名 

出席義務者数               27名 

出席義務免除者           7名 

出席者数出席義務者（事前MU1名）21名 

出席義務免除者            7名                             

計                     31名 

出席率    28/34  =  ８２．３５％ 

第1138回例会（2/18）訂正出席率９１．１８％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 柴崎 信洋 

 小田 泰機  今日は暖かくて年寄りにはgood day  

        です。 

 田﨑 博実  大野署長 多摩市の平和をよろしく 

お願いします。 

 足立潤三郎  大野署長お忙しいところご苦労様で 

す。卓話よろしくお願い致します。 

 遠藤 二郎  大野署長様ようこそいらっしゃい 

ました。お話し楽しみにしています。 

 萩生田政由  多摩中央警察署長 大野敬様 本日 

        の卓話楽しみにしています。 

        宜しくお願い致します。 

 入沢 修自  梅の花がちらほら咲いています。 

 菊池  敏  大野署長様卓話宜しくお願いします。 

 小泉  博  お客さまようこそ、大野署長卓話 

よろしく 楽しみです。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１５．０３．０４ 第１１４０回例会  No.２５－３１  ２０１５．０３．１１ 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！             

 
 



 峯岸  忠  大野署長卓話よろしくお願いします。 

        いよいよ春ですね。梅の花が見頃に 

        なっていますよ！！ 

 宮村  宏  警察署長 卓話楽しみです。 

 森本 由美  大野さま、石原さま、本日はお忙しい 

        ところ、ようこそおいで下さいました。 

        卓話よろしくお願いします。 

 村上  久  多摩中央警察署長大野敬様 卓話 

宜しくお願いします。 

 中谷 綋子  警察署長さま ようこそ。 

 斎藤 誠壽  多摩中央警察署長 大野様おはなし 

        真剣に聞かせて頂きます。 

 津守 弘範  多摩中央警察署長大野さん卓話よろ 

しくお願いします。 

 若林 克昌  大野署長様 街の安全安心に尽力 

        いただき感謝申し上げます。 

        本日よろしくお願い致します。 

本日の合計￥１７,０００ （累計￥６９０，５０１） 

◎その他委員会 

★クラブ創立25周年記念式典実行委員会 

             実行委員長 遠藤 二郎 

スケジュール表がお手元に回っていると思いますが、いよ

いよ１０月７日は記念式典です。昨年の７/１日から記念

事業企画委員会、続いて実施委員会を設けて記念事業の推

進をお願いして居りますが、記念式典は１０月７日です。

大変忙しいスケジュールになっております。そろそろ実施

委員会の方でも全力を導入して戴きたいと思います。この

あと小泉実施委員長の方からご報告いたします。 

★「ポリオ撲滅支援企業」ご加入のお願い 

       地区ポリオプラス委員長 遠藤 二郎 

ポリオ撲滅支援企業の募集を先日地区大会から開始して

おります。ロータリーの最終課題として推し進めてきまし

たポリオ撲滅運動も残り１%となりました。２０１８年に

は完全撲滅と言う方向で進んでいます。最終局面に至って

１５億ドルの資金不足が推定されロータリアンの企業か

ら支援いただくと言うことでお願いします。 

１口５万円、只今２５の企業から申し込みをいただいてお

ります。最後の１５ドル目差して、ご支援よろしくお願い

致します。 

★25周年記念事業実施委員長          

ＳＡＡ・親睦委員会委員長      小泉  博 

事業が始まってから「僕と私のたま自慢」の情報提供をお

願いしております、情報をお持ちの方もあると思いますが

中々委員会へ上がって来ません。先程スケジユールを発表

されましてお尻に火がついてきたなーと言う実感です。実

施委員会では待っていても情報は入ってこないので、まず

は３月１８日（夜例会）の前に多摩市内を遠足を兼ねまし

て散策したいと思います 

詳しい内容はメール・ファックスにてお知らせします。 

★花見移動例会（親睦旅行）のお知らせ 

開催日時４月２日 京王プラザホテル８：００集合 

東京証券取引所 ～ 屋形船(つり清）～ 浅草散策 ～ 多摩 

★ロタフェロー委員会    委員長 吉沢 洋景   

３月１４日「夢を育む教育講演会」のプログラムが配布さ

れておりますのでよろしくお願いします。西村君と宮村校

長とのテニス対決があります。お楽しみに！！ 

・会報委員会からお知らせ：今回の会報は先々週の例会と

先週の地区大会の合併号になっております。 

◎卓話者紹介   プログラム副委員長 森本 由美 

◎卓話「変容する捜査環境と警察の取組」 

多摩中央警察署長 大野 敬様 

はじめに、日頃の警察活動へのご理解・御協力・御支援に、

心から御礼を申し上げます。 

今回は、「社会の変化」とそれに伴

う「警察捜査を取り巻く環境の変

化」そして、そうした変化に対応す

るための「警察の取組」について紹

介させていただきます。 

まず「社会の変化」について。ご

承知のとおり我が国の少子高齢

化は着実に進展しており子供の数が減少し高齢者人口

が増加しています。加えて、女性の社会進出もあり、女

性や高齢者の独居世帯が増加しています。 

また個人の貯蓄の３分の２が高齢者世帯のものである

ことは、高齢者が詐欺等の被害に遭いやすい理由の一つ

と考えられます。一方、小中高生への携帯電話・スマー

トフオンの普及により、子供であっても、地理的条件に

制約されない（場合によっては危険な）交友関係が構築

されやすくなっております。 

次に、「捜査を取り巻く環境の変化」については、都市

化等に伴う地域社会の人間関係（つきあい）の希薄化が、

聞き込みによる捜査を困難なものにしており、警察捜査

にも悪影響を与えています。また、半数以上の振り込め

詐欺事件では、他人の名義の携帯電話が使用されており、

携帯電話の「持ち運びやすさ」が犯罪に悪用されること

で、犯人の特定を困難なものとしています。さらに、捜

査や裁判で自らの罪を認めない（否認）事件の割合が増

加していることや殺人事件等の公訴時効が廃止された

ことで解決するまで捜査中止が出来ないなど、捜査の量

を増加させています。 

最後に、こうした変化に対応するための「警察の取組」

を簡単にご紹介致します。筆頭は防犯カメラ画像の活用

であり、その普及をお願いすると共に、小さな画像でも

犯人特定に結び付けるために画像鮮明化技術等を開発

しています。携帯電話については、契約時の本人確認の

徹底や契約者が管理できていない端末の解約等を通信

事業者にお願いしています。先進諸国で広く行われてい

る通信傍受については、我が国では法律で薬物銃器犯罪

等の捜査でしか許されないことになっています。そこで、

政府においては、振り込め詐欺捜査等でも通信傍受を使

うことができるようにすることなどを検討しています。 

なお、昨年９月に多摩市内で連続発生した放火事件につ

いては、約２ケ月間の捜査で被疑者を逮捕することがで

きましたが、街頭防犯カメラが大変大きな役割を果たし

ました。しかし、広大な多摩市及び稲城市の範囲に未だ

合計 38 台の街頭防犯カメラしか設置されていない状況

で、更なる設置により安全・安心を確かなものにするこ

とが必要です。御協力とご支援をお願い申し上げます。 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機 

（今週の担当 足立潤三郎） 


