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春日井ロータリークラブ 
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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG   「四つのテスト」 

・今月の歌      「花は咲く」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話            小野寺 誠君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

花は咲く 

花は花は花は咲く いつか生まれる君に 

 花は花は花は咲く 私は何を残しただろう 

花は花は花は咲く いつか生まれる君に 

 花は花は花は咲く いつか恋する君の為に 

 

今月の祝福 

会員誕生日 
1日 川瀬 治通君     1日 小野寺 誠君 
5日 松尾 隆徳君      31日 河村 哲也君 

 

夫人誕生日 
8日    杉山 考明君・美貴子さん 

10日  伊藤 一裕君・春美さん 

27日  大原 泰昭君・玲子さん 

29日  加藤久仁明君・晴美さん 

 

結婚記念日 
4日 和田 了司君    5日 伊藤  純君 

6日 成瀬 浩康君    6日 加藤 将人君 

２０１６年３月１８（金）２２７１回（３月３例会） 

 

16日 梅村  守君   18日 風岡 保広君 

21日 日比 雄将君   26日 北  健司君 

26日 速水 敬志君   29日 林  憲正君 

 

先週の記録 

 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

本日は５年前東日本大震災がおきた日です。 
これまで様々な団体、企業、個人がそれぞれの立

場で犠牲者を追悼し、被災地を支援し、 
被災地の復興に寄与してきました。 
しかし未だ遅々として進んではいません。 
時の流れとともに私たちの関心が大震災から離れ

てはいけないと思います。 
本日、犠牲者の方々に黙とうをささげましょう。 
そして被災地支援活動を引き続き続けましょう。 
 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

理事役員会報告 

１． 審議事項 
本日の第9回理事役員会において下記全て承認さ

れました。 
第 1 号議案：2 月一般会計報告書承認の件 
第 2 号議案：例会変更 4 月 1 日 ロータリーの森

例会 
第 3 号議案：例会変更 5 月 27 日 夜間例会 
第 4 号議案：わいわいカーニバル協賛金の件 
（5 万円） 
第 5 号議案：雨にも負けずプロジェクト寄付金の 
件（5 万円） 
 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



２．報 告 事 項 
地区インターアクト委員会へ、梅村守君に出向い

ただくことになりました。 

クラブ行事 

：3 月 13 日（日） ポイ捨て・ふん害防止活動 落

合公園 
午前８時 噴水前集合 
ご参加の方はロータリージャンパー着用にて 

地区行事 

：3 月 13 日（日） 名古屋城北ＲＣ３０周年記念

式典 名古屋東急ホテル 
出席者：会長志水ひろみ君、幹事長谷川英輝君 
：地区ＲＹＬＡセミナー ３月２６日（土）～３

月２７日（日） 
知多郡美浜町の「愛知県美浜少年自然の家」 
で開催 
出席者：大橋省吾君 

その他 

：東日本大震災チャリティコンサート 2016  
  ４月２１日（木）１８時３０分開演  ご興

味のある方は事務局まで 

次週予告    

  3 月 18 日（金） 祝福 
           卓話 小野寺誠君 
           会長・幹事・副会長はセ

ブＲＣ訪問で不在のため、伊藤純エレクト・成瀬

副幹事にお願いいたします。 
 

◎例会変更のお知らせ 

愛 知 長 久 手 
ＲＣ 

３月２９日（火) ３月２９日（火）１２：３０

例会場都合の為 まちづくりセンター

 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋北ＲＣ    ３月２５日（金）は休会 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 60 名 欠席 21名 出席率 65.0%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君

〇春日井警察署、小林署長様と署員さんをお迎え

できましたこと。        志水ひろみ君 
〇警察の方々いつもどうもありがとうございます。 
                長谷川英輝君 
〇初めて父親になって今日で３０年目、娘に感謝 
                青山 博徳君 
〇農場に温室が完成した喜びで。 北  健司君 
〇孫三人（男二人、女一人）この三月、夫々、医

学部に合格しました。      足立 治夫君 
〇４月１５日宝塚の枠、お二人空いておりますの

で、是非お申し込み下さい。   和田 了司君 
〇春日井警察署長を迎える喜びで。加藤 将人君 
〇会長挨拶毎回楽しみにしています。 
                大原 泰昭君 
〇卓話を聞く喜びで。 
小川  長君  太田 弘道君  大畑 一久君 
岡本 博貴君  加藤久仁明君  加藤  茂君 
風岡 保広君  河村 哲也君  加藤 宗生君 
貴田 永克君  川瀬 治通君  近藤 秀樹君 
近藤 太門君  社本 太郎君  下田 育雄君 
宅間 秀順君  名畑  豊君  成瀬 浩康君 
中川  健君  早川 八郎君  林  憲正君 
速水 敬志君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君 
古屋 義夫君  松尾 隆徳君  屋嘉比良夫君  

山田  治君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 
卓話  春日井警察署長    小林  眞氏 

１ 業務管理 

 (1) 合理化・効率化とは 

・ 大の要素は信頼関係とコミュニケーション 

文書を減らす努力の前に口数を増やせば紙は減

る。 

 (2) 組織を変える価値観の共有 

・制度を作るだけでは組織は変わらない。 

価値観、問題意識の共有によって組織は変わる。 

２ 春日井警察署としての施策 

 (1) 子供の事故を減らす 

○歩行者妨害違反の継続検挙 

１年半で約 2,000 件、市内免許人口の 1.2% 

→ 子供の事故は 34.5%減少 

交通違反の検挙を通じてドライバーの意識を変

え、市内の交通環境を変える。 

(2) 振り込め詐欺を防ぐ 

○全件通報 

昨年２月から 1,000 件以上の通報、30件以上の被

害防止 

金融機関の負担、預金者の手間と効果をどう考え

るか。 

(3) 自動車盗を防ぐ 

○ナンバー盗難防止ネジ（\ 320） 

ナンバーが盗られなければ車も盗られない。 

→ ５万台（30%）が目標 

警察署 … 24 時間 365対応 

市役所、中古車販売・修理業者 → ディーラー

へ 

３ その他 

(1) 警察は言い訳を用意する 

・ 「事故が多いから注意してください」は何も

伝えていない。事故が減らないときの言い訳？ 



自転車のツーロック、侵入盗防止強化ガラス… 

○「伝える」とは、希望を共有すること。 

仏詩の一節 … 教えることは希望を与えること 

学ぶことは誠実さを胸に刻むこと 

(2) 警察は市民を同じに扱おうとする 

・ 市民を同じに扱う（対応する）ことが平等・

公平だと勘  違いしている。 

 → 文句を言わない人は文句がない人だと決め

てしまう。 

・コストの付け替えコンビニから 110 番、客が暴

れている。（トイレ、釣銭）スーパー警備員から

110 番、出入り禁止の中学生が来た 

・本来業務か 

DV やストーカーへの過剰反応金の切れ目が縁の

切れ目離婚して同居、母子手当のために追い出す

元妻犬の散歩をサボった妻に夫が平手打ち 

○警察官を増員する前に、警察業務の公平化が不

可欠わがままな 20%の人に警察力の 80%を費やす

ことの不公平 

 

 

会長挨拶 志水 ひろみ君 

 

 

地区委嘱状授与 加藤 久仁明君 

 

 
米山奨学生 シュレスタ.ラクシミさん 

お別れの挨拶 

 

春日井警察署員表彰 

 
卓話 春日井警察署長 小林 眞氏 

 
ポイ捨て糞害防止清掃活動 

 


