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会

須山

文夫ＳＡＡ

委員長が出席予定。9 月 2 日メモリアルプラザ・ソシ

●点 鐘

渡辺

冨士夫会長

ア 21 で開催されます。

●斉

唱

「奉仕の理想」
♪増田

・本年度地区大会は 10 月 29・30 日で開催されます。

昌美ソングリーダー

卓話者の紹介

渡辺

神奈川県警察

警視正 川崎市警察部長

冨士夫会長

渡辺

米山奨学生

願い致します。
幹事報告

野中
ゲストの紹介

30 日は全員登録されていますので、皆様の参加をお

隆志様

冨士夫会長
喬 禹翔君

鈴木

昇二幹事

・次週 8 月 18 日は休会です。お間違えのないように。
・8 月 25 日は、第 2 回クラブ協議会及び臨時総会がご
ざいますので、多くの方の出席をお願いします。
総会後、増強委員会も行ないますのでそのままお残り
下さい。
・9 月 26 日に川崎大師 RAC によるフリーマーケットが
開催されます。ご自宅・会社等で眠っている品物（新
しいもの）がございましたら戴きに参りますのでご連
絡をしてあげてください。問合せ先は資料を参照して

（米山奨学金の授与）

ください。9 月 24 日が締切です。皆様のご協力をお

最近は中国の司法試験に向け勉強を頑張っています。
9 月は中国に戻り司法試験を受けようと考えています。

願い致します。
出席報告

今後も宜しくお願い致します。
来訪ロータリアンの紹介

会員数

長倉

連治親睦委員長

川崎 RC

小口 和久様

会長報告
・7 月 21 日

渡辺

冨士夫会長

臨時理事会を開かれ伊藤会長エレクト

辞職の件が承認されました。
・8 月 4 日

第 2 回理事会が開かれました。

詳しい内容は、議事録を参照下さい。
・地区ロータリー財団セミナーについては、会長・神田
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出席率

1825 回

69
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35
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56.45%

1823 回

70

62

36

26

58.06%

前々回の修正メークアップ

2名

修正出席率

61.29%

メークアップ
野沢隆幸会員・林鶴会員
７月の出席順位
400% 渡辺会長
350% 鈴木(昇)幹事
200% 大藪会員・武者会員・牛山会員
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175% 鈴木(幹)会員・石川会員
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本日のニコニコのテーマ

150% 中村会員

元気で行こう川崎、川崎大師も。

125% 増田会員・須山会員

水口

衛会員・牛山 裕子会員・大藪 善一会員

ホームクラブ 100%

坂東

保則会員・長倉 連治会員・谷澤 幹男会員

鈴木(幹)会員・中村会員・増田会員・大藪会員

石渡

勝朗会員・船山 昭三会員・村石 庄作会員

竹田会員・横山会員・石渡(利)会員・村石会員

鈴木

節夫会員・船木 幸雄会員

石川会員・布野会員・白石会員・岩﨑会員・神田会員

委員会報告

武者会員・須山会員・牛山会員・長倉会員・坂東会員

地区 GSE 委員会

船木会員・飯塚会員・鈴木(節)会員

・今年度の研究交換プログラムは南カロライナ州（アメ

中村

眞治委員

渡辺会長・鈴木(昇)幹事

リカ）から団長以下 6 名（全員女性）が 10 月 2 日に

スマイルレポート（ニコニコボックス）

来日し、地区大会までの期間ロータリアンのお宅にホ

伊藤
布川

佳子副会長

二三夫会員

ームステイを致します。
・第 1 グループでは 10 月 3 日～9 日までの間、ホーム

野中警視正をお迎えして。

ステイを受入れていただけるホストファミリーを各

鈴木

クラブの会員の皆様にご案内とお願いをしています。

幹久会員

石川さん、今年も夏季教員民間企業研修事業に山口先生

財団プログラムの中でも教育的プログラムとして大

の研修にご協力感謝致します。職業奉仕委員長

変高い評価を受けていますので是非この機会に職業

宮山

研修に来る団員との国際交流を体験されてはいかか

光男会員

7 月 30 日、第１回指名委員会出席の皆様、ありがとう

でしょうか。詳しくはその都度ご連絡いたしますので

ございました。

宜しくお願い致します。

白石

浩司会員

ロータリー情報委員会

・いつもお世話になります。

大藪 善一委員長

・ファイヤーサイドのご案内です。今年度は 3 回予定し

・野中様、本日の卓話宜しくお願いします。

ております。第 1 回目は 9 月 13 日～21 日の間で行な

武者

います。各リーダーの方（新世代委員の方）は日程を

惠吾会員

都合により早退します。皆さん、いつもの笑顔で休み明

早めに決め、ご連絡下さい。

けにお会いしましょう。

地区インターアクト委員会

鈴木

・インターアクト海外研修が 8 月 19 日～22 日に韓国に

昇二幹事

野中警視正「元気で行こう川崎」の卓話楽しみにしてい
ます。安全で明るく活気あるきれいな川崎になるお話期

増田

昌美委員

て行われます。大師高校から 2 名が参加いたします。
・8 月 5 日に小田原にてインターアクトサマーミーティ

待しています。

ングが行われクラブより私と牛山さんが参加してき

竹田

ました。台北西門 RC のスロング氏が 3480 地区の委

正和副会長

野中警視正ようこそ！本日の卓話宜しくお願いします。
渡辺

冨士夫会長

員長で 5 名の会員と参加しておりました。
・米山カウンセラーとして奨学生の喬君が 9 月 3 日から

暑い中、野中様本日の卓話を楽しみにしています。

中国に一時帰り 11・12 日と司法試験を受験します。

日頃の活動に感謝を致します。

是非頑張ってきて下さい。
会場監督

須山

文夫 SAA

・地区クラブ奉仕の蓑田様より神奈川フィルハーモニー
管弦楽団の運営が厳しいとのことで署名活動を行って
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いる。是非皆様の協力をお願いしたいということで署

さい。

名をお願い致します。

少年に関することを

卓話者の紹介

白石

浩司会員
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話します。

昭和 25 年 5 月生まれ
現在横須賀市在住。

悪い少年が 1 人いると、

平成 16 年 9 月少年捜査課長

その周りの 10 人が悪くなる。学校で蓋をし、地域で蓋を

平成 18 年 3 月海老名署長

する。1 人を逮捕すればすむことが 5~6 人に増えている。

平成 19 年 3 月警察庁警視

蓋をせずに子供たちには声をかけてほしい。周りの人間が

関東管区警察局出向

話しかけてあげることにより子供は変わります。

本県機動通信課長

学校では指導できないことも地域の人なら出来ることが

平成 21 年 3 月警視正

沢山あります。宜しくお願いします。

伊勢佐木警察署長

政治経済がしっかりした日本を作るには治安が良くなけ

平成 22 年 3 月警視正

ればいけない。治安が日本国繁栄の基礎だと思います。そ

川崎市警察部長兼総務部参事官

の基礎は地域の元気さです。それと環境浄化です。地域が

宜しくお願い致します。

綺麗であれば元気が出ます。元気が出るとその地域が良く

卓話「元気な川崎市の実現にむけて」

なります。皆さんにお願いしたいのはまず行政にものを言

神奈川県警察 警視正 市警部長

野中

隆志様

ってもらいたい。警察が言っても聞いてくれません。市

私は川崎と縁が深く昭和 44 年に巡査を拝命してから 41 年

民・区民のパワーが一番必要です。

間の警察人生ですが 25・26 回の異動をしました。長い場

行政がやるべきことは行政に、警察がやるべきことは警察

所で 4 年、短い場所で 1 年の勤務でした。川崎では川崎警

がやらなければ行政の仕事を警察がやっていたら、犯罪は

察・臨港警察・中原警察、また伊勢佐木警察にもおりまし

減りません。10 年前のニューヨークは殺人・凶悪犯罪が日

た。59 年には地域課長をし、60 年正月の川崎大師の警備

常茶飯事でしたが今は、治安がものすごく良くなりました。

もおこなった。

それは当時の市長が警察官を大幅増員したわけです。町が

私の主な経歴は、暴力団捜査・売春事案・少年事案が専門

荒れるとそこに住む人の心が荒れる。ですから町を綺麗に

でした。

する。最初は警察・行政が長期には住民が引継いで行って

暴力団の組織は(平)→(幹事)→(理事)→(専務理事)→(幹部)

いく。すると自分たちの効果もわかり自身がつき地域が良

→(直参)→(執行部)→(理事長)→(会長)の順です。

くなっていく。これを川崎から広めていただけたらと思っ

私も暴力団捜査 4 課に 3 年、暴力団対策課に 1 年半＋3 年、

ています。是非お願い致します。

捜査１課に１年半と色々話したいことは沢山ありますが

11 月 13 日・14 日で APEC 首脳会議が横浜みなとみらい

時間があまりないので見繕って話します。

で開かれます。その時は交通規制が非常に厳しくなります。

暴力団対策で行政施設を使わせないようにした。民間のホ

検問等も多くなりますが皆様のご協力をお願い致します。

テル・ゴルフ場等からも追出しをおこなった。お寺にも葬

今日はこのような場にお招きをいただきありがとうご

儀を行わないように話をした。平成 10 年には上場企業を

ざいました。出来ることならば各警察署長等を呼んでい

回り暴力団と付き合わないように話をした。従来の古典的

ただき警察の実態等を話してもらい地域の為に役立て

な資金獲得（賭博・のみ行為・覚せい剤）での検挙は全体

て頂きたいと思います。

の半分、残りは経済的事案（企業活動による資金獲得）で
す。金融業（高利貸し）、建設業など。
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通常例会

卓話

暴力団に関することがありましたら地元警察に連絡を下

川崎大師ロータリークラブ

次回例会

第６号

第 3 回定例理事会

２０１０年０８月２５日

発行

3頁

Building Communities

Bridging Continents 地域を育み・大陸をつなぐ

川崎大師ロータリークラブ

週報

第６号

2010-11 年度

国際ロータリー第 2590 地区

２０１０年０８月２５日

発行

4頁

