
２０１０年４月第１週号 

第２２６１回 
平成２２年４月２日(金) 点鐘１２：３０〈暴風・雨〉     

＊国歌斉唱      『君が代』 

＊ロータリーソング  『奉仕の理想』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／ 

 千葉県警 千葉市警察部長 池田 雅一良様 

 ・綜合警備保障㈱千葉支社 参与 五木田 貞司様 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今日は四月だというのに台風と間違えるような強い風

が吹いていました。会員の皆様もリーマンショック以後、

試練の毎日が続いていることと思いますが、東京の桜も

連休の２２日に開花宣言をしてから、花見移動例会の２６

日までは寒い日が続き、その後は千葉でも開花宣言が

されましたが、雨や今日の様な強風に晒されているよう

でございます。この季節は天候が悪い事から、｢試練の

花」と言われているようでございます。 

２６日の花見移動例会は親睦委員会の計らいにより、

「花より団子」で大変楽しい一日を過ごせたことをご報告

致します。 

次に本日の理事役員会のご報告を致します。 

◆親交クラブとの結縁３３周年記念例会に、当クラブは

会員全員登録で参加、お祝い金は全員の登録料として

積立金から１人当り＠３，０００円強の総額\１５０，０００円

を拠出して頂くことで、理事会で可決されました。 

以上の趣旨で、３分の１世紀の結縁３３周年記念という

輝かしい例会に、お祝い金を余剰金積立金から拠出す

ると言う形で、全会員の登録でご協力をお願いする事を

ご了承頂きました。 

今まで全員登録とした地区大会やＩＭと同じように、諸

般の事情で参加出来ない会員がおられましても、参加

出来る会員が代表を務めさせて頂きます。 

また、第３６９０地区の地区大会に出席する登録料に

ついては１人当り３，０００円×１５名で合計４５，０００円は、

国際奉仕委員会の予算から拠出して頂くことで可決頂き

ました。 

◆地区行事のＧ.Ｓ.Ｅで、アメリカのウィスコンシン州に団

長として派遣することになる金親会員におかれましては、

第２７９０地区会員の代表として派遣されるもので、当クラ

ブとしても大変名誉なことです。平成７年１１月に１回、今

回で金親会員としては２回目になるのですが、今度は代

表として参加して頂くことになりますので、当クラブから１

００，０００円の補助金を出すということで了承頂きました。 

４月２５日に出発し、約１ヶ月間の研修となりますが、大

変ご苦労さまです。 

◆ＲＩ会長賞申し込みについては、会員純増１名という必

須条件をクリアしました。 

・ホームページの開設と運用、 

・ＧＳＥに金親団長派遣 

・ポリオ撲滅の為にクラブから＄１，０００を寄付 

以上、４項目で会員の皆様のご協力を得て申し込み

を完了致しました。 

◆地区より、ハイチ大地震義捐金に続いて、チリ大事地

震支援金依頼が参りました。１人当り１，０００円、合計４０，

０００円寄付をすることで可決致しました。 後日、集金さ

せて頂きますので宜しくお願い致します。  

 

≪Ｇ.Ｓ.Ｅ協力企業感謝状伝達≫ 

東京電力㈱千葉支社様  支社長 高橋 朗会員 

 

≪マルチプル・ポール・ハリスフェロー記念品伝達≫ 

                     塩谷 邦昭会員 

 

≪委員会報告≫ 

親睦委員会より (植松 省自委員長) 

千葉緑ＲＣより、「青少年健全育成チャリティー・ゴルフ 

コンペ」開催のご案内 

開催日⇒ ５月１７日(月) スタート０８：００ 

場  所⇒ 真名カントリークラブ 

会  費⇒ ５，０００円   

(ﾌﾟﾚｰ費、食事代は各自負担) 

参加ご希望の方は事務局までお申し込み下さい。 

  ２００９-２０１０年度ＲＩテーマ 

  国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
       ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 

  会 長 寺澤 一良      幹 事 五十嵐 博章       雑誌会報委員長 佐久間 信一 

  事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 

mailto:ハイチ大地震義捐金に続いてチリ大事地震支援金を一人当り@\1,000円�
mailto:ハイチ大地震義捐金に続いてチリ大事地震支援金を一人当り@\1,000円�


≪会員誕生日祝・結婚記念日祝≫ 

＜誕生日＞ 

３日今関 眞人会員    １５日佐久間 信一会員 

＜結婚記念日＞ 

  １日小野 成子会員   ２２日高橋  朗会員 

 ２６日大野 良亮会員    

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

池田様、五木田様、ようこそいらっしゃいました。どうぞ

ごゆっくりお過ごし下さい。池田様、卓話をよろしくお願

い致します。 

☆末吉 淳子会員 

先日はご丁重なお見舞いを戴き、有難うございました。

術後、３か月になりまして何とか通常の生活に戻っており

ます。先ず、歩き始めは熊野古道かなと思っております

が・・・。 有難うございました。 

☆杉本 峰康会員 

先日のお花見例会では、皆様に大変なご心配とご迷

惑をお掛けしまして本当に申し訳ございませんでした。

インフルエンザではなかったのですが、３９度近くの熱が

出てしまい、連絡をしなければと思いながら寝入ってしま

いました。皆様には深くお詫び申し上げます。本当に申

し訳ございませんでした。 

☆出井 清会員 

お花見移動例会には、息子たちの嫁２名と孫の愛華

(１歳３カ月)がご一緒させて頂き、お世話になりました。美

味しいお酒と金田さんのところの豪華弁当を堪能しまし

た。又、国友さんを始め、皆さんのエネルギッシュな行動

に嫁たちは感動しておりました。逆にパワー(オールドパ

ワー)を戴いたようです。有難うございました。 

☆植松 省自会員 

先日の「花見移動例会」にご出席の皆様、有難うござ

いました。皆様のご協力のお陰で楽しい一時を過ごすこ

とが出来ました。 

寺澤会長、お写真を有難うございました。 

 

 

≪出席報告 (会員数４２名)≫ 

 

出席者数３４ 欠席者数８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ２ 修正出席率 次回にて 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『千葉市に於ける犯罪情勢について』 

卓話者… 千葉県警 

          千葉市警察部長 池田 雅一良様 

       

◇千葉市内の犯罪件数は、平成１

２、１３、１４年頃に比べ年々減少し

ている。千葉市内では４０％位減っ

ている。これは全国でも千葉県で

も同じ状況にある。 

犯罪件数は、最近では（千葉市

内）平成１９年２０，０７２件。平成２

０年１８，５５２件、平成２１年１８，３８５件という推移になっ

ている。減少している要因として、警察官の数が増えたこ

とがあげられる。治安悪化傾向を受けて警察官の採用を

増やし、パトロールする余裕が生まれたこと。６年位の間

に全国で２万数千人増加した。千葉県でも千数百人増

加し、適正数がそろっていないと犯罪は減らない。 

◇犯罪の中で一番多いのが窃盗犯で、２１年度は全体

の７９．４％を占めている。この内の４９％が自動車・オー

トバイ・自転車の盗難である。この窃盗犯をいかに検挙

するかによって全体の検挙率が上がることになる。 

◇刑事の仕事というと、テレビに出て来るイメージがある

と思うが、３日のうち１日は作業服姿です。変死体処理、

火災、労災を扱うことが多い。日本の場合、解剖率は１

０％程度。解剖医が少ない。千葉も同様の状況にある。 

◇治安が悪化しているような印象を持っている人が多い

と思うが、治安とは何か。数字上では先程お話したように、

犯罪は減少傾向にある。「体感治安」すなわち人が印象

として持っている治安というのがあって、それが影響して

いる。 

では、体感治安とはどう形成されるかと考えると、マス

コミの影響が大である。殺人件数はここ数年変わってい

ない。凶悪事件のマスコミの度重なる報道があると、やた

ら発生しているように受け止めやすい。また、振り込め詐

欺の発生を防止する広報をどんどんやると危ないように

感じ、体感治安では増加しているように見える。 

警察をとり巻く環境としては、裁判員制度が多くなるこ

との対応や、取調べの可視化と冤罪との関係、高齢者の

安全を守ること等があげられる。また、組織犯罪関係へ

の対応、悪質商法や環境に関するものも力を入れてい

かないといけないと思っている。 (文責 佐久間 信一) 

 

 

第２２６２回例会 

日  時⇒ 平成２２年４月９日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『宴から縁を創る』 

卓話者⇒ 株式会社 ＪＴプロダクション 

専属司会者  大津 豊様 

第２２６３回例会（移動例会） 

<千葉南ＲＣ・東仁川ＲＣ親交締結３３周年記念例会> 

日  時⇒  平成２２年４月１６日(金) 

場  所⇒  韓国・仁川市 「本土」 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 20,000 円 累計 653,314 円 

金の箱 750 円 累計 25,465 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 4/27・5/18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 4/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 4/21・28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 5/13 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/6・20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


