
 

雑誌月間 
４月１０日（金） ４月１７日（金） ４月２４日（金） ５月１日（金） 例

会

予

定 

花見例会 12：30～ 
ロータリーの森 

祝福 
ガールスカウト 

次期委員長挨拶 休会定款６－１ 

  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

春日井ロータリークラブ 
2014～2015 年度 WEEKLY REPORT 

クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・国 歌      「君が代」 

・ROTARY SONG   「日も風も星も」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 

・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・セブＲＣ歓迎例会 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

春日井警察署長 小林眞警視正にはお忙しい中、

御越し頂きまして有り難う御座いました。後での

卓話楽しみにしています。さて 近、テレビ番組

が切り替わる時期に、必ずと言って良い程、「警察

24 時」とか「警察○○」と言った番組が組まれ放

送されます。昨日、一昨日も放映されていました。

以前、何故年間にこの様な特集が各民放チャンネ

ルで組まれるのか？署長に訪ねた事がありました

が、その答えは、警察の密着取材は、タレント等

を使わないからお金が掛らないし、取材費が掛ら

ない割には視聴率が上がる。と言う答えになるほ

どと納得した覚えが有りました。只、番組を見て

いて撮影されているせいかも知れませんが、警察

官の言葉があんなに優しいのか疑問に思いました。

我々の年代は、警察は悪い事をしたら捕まる所、

怒られるものと頭の中に染みついて育ちましたし、

若い頃、自転車の 2 人乗りをしていてパトカーに

強い言葉で怒られたり、止められて注意されたり 
しましたが、後で、交通ルールを守って気負付け 

２０１５年４月１日（水）２２２６回（４月第１例会） 
 
て帰りなさいと優しい言葉を掛けられホッとして

帰ったものでした。アメと鞭の使い道が上手く警

察官は安心でき信頼できる気持ちに成りましたが、

近パトカーが警らしていても、まったくと言っ

て良い程、注意勧告をしているのを見かけません。

昔の様にとは言いませんが、もう少し注意勧告を

してもらった方が警察の威厳が上がるのではない

かと思います。テレビの放送でも、「馬鹿野郎、こ

の野郎」の暴力的な言葉はいけませんが、強く注

意をする言葉をもっと入れて貰った方が見ている

方もスカッとしますし、警察の威厳も上がると思

いますと考えるのは私だけでしょうか？ 
 先日、『春日井市姉妹都市市民の会』の役員会に

出席して来ました。この会の会長を務めて居るの

は、当会のメンバー松尾隆徳さんです。役員はロ

ータリー、ライオンズ、JC の各会長と有識者で

すが、各クラブの会長は一年で変わりこの会の内

容と実態を理解する前に、交代をしてしまいます。

私はこの会の発足当時と、JC の理事長、専務理

事等をした時に、役員をしていたのである程度の

経緯と内容を知っていますので、一つの提案をし

て来ました。姉妹都市市民の会の会長の任期は 2
年ですので、各クラブの担当も会長と同じ 2 年間

固定にすると言う事です。他のクラブは、どう判

断するか判りませんが、当クラブは、私が言いだ

しっぺですので、次年度役員が了解して頂ければ

受けるつもりでいます。春日井市姉妹都市市民の

会は発足当時、多くの会員が居り活動も活発でし

た。近年は、会員も減り、活動自体に資金不足で

支障を来たし出しています。春日井まつりには毎

年、ミスケローナが来日し、当クラブにはケロー

ナサンライズロータリークラブの親書を届けて頂

いています。この様な当クラブとは、浅からぬ 



縁が有りますので、この会が困っている現状を助

ける為に、個人会員は¥1,000 円ですのでニコボッ

クスを出したつもりで入会をお願いします。入会

申込書は 5 月に事務局に届きます。その時に再度

ご案内しますのでご協力お願いします。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

小林署長様、卓話をありがとうございました。又

表彰を受けられました署員の皆様には、春日井市

民の安心、安全な町の為に、ご活躍を是非よろし

くお願いします。 
では、幹事報告をします。 
※4月1日はセブロータリクラブの歓迎例会です。

18：00 時からです。14 名の方がお見えになりま

すのでよろしくお願いします。 
※4 月 3 日の例会変更で 1 日に歓迎例会をします

ので、3 日はお休です。1 日の 16：30 分から変則

ですが、第 10 回の理事役員を開催しますので、

関係の方はよろしくお願いします。 
ＲＩからの連絡です。4 月のロータリーレートは

1＄＝118 円です。 
 

◎例会変更の案内 
犬 山 ４月２１日(火)  ４月２１日(火) 

   ＲＣ 早朝例会の為 成田山 

岩 倉 ４月１４日(火) ４月１８～19日（土・日）

   ＲＣ 合同例会の為 金沢 

名古屋守山 ４月２２日(水)  ４月２２日(水) 

   ＲＣ 春の家族会の為  

名 古 屋 北 ４月２４日(金) ４月２４日(金)１８：３０ 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 東急ホテル

名古屋アイリス ４月２２日(水) ４月２４日(金)１８：３０ 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 東急ホテル

 
◎例会休会のお知らせ 
○津島ＲＣ   4月 17日（金）は休会 

 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59 名 欠席 30 名 出席率 49.1%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.6%

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○小林署長の卓話を聞く喜びで  加藤久仁明君 
○署長さんの卓話を楽しみにしています 
                近藤 太門君 
○卓話を楽しみにしています   古屋 義夫君 
○伊藤一裕さんにお世話になりました 
                山田  治君 
 
 

○日比雄将くんと松田有美さん無事先週入籍！お

披露目があったと松尾さんから伺いました。 
                山田 倫章君 
○プロ野球、本日開幕、今年こそ A クラス 
                青山 博徳君 
○卓話を聴く喜びで       川瀬 治通君 
○本日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  伊藤 一裕君  太田 弘道君 
大畑 一久君  河村 哲也君  加藤 宗生君 
加藤  茂君  亀谷 鉦一君  風岡 保広君 
社本 太郎君  志水ひろみ君  早川 八郎君 
場々大刀雄君  蓮野 美廣君  成瀬 浩康君 
宅間 秀順君  野浪 正毅君  屋嘉比良夫君 
                       

○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 
 

卓話    春日井警察署長  小林  眞氏 

2015' 春日井ロータリクラブ：卓話(30) 

～ 警察活動の現状と課題から ～ 

◎ 行政依存症候群…日米の刑事法制度の違い 

日本…お奉行 → 役所が裁く ⇒ 普通にして

いれば「安全」米国…保安官 → 自分たちが裁

く ⇒ 「安全」は自分たちで守るもの 

※善悪ではなく、民主主義の成り立ちが違う。こ

の意識を無視してはならないが、市民の「自立」

が将来のキーワードになる。 

１ 警察署長の考えていること 

(1) 行動原理・行動規範 

① そうすることが（現在の将来の）県民のため

になるのか。 

② そうすることを県民は期待しているのか。 

※ＤＶ、ストーカーの判断… 婚した夫が出てい

かない。母子手当。 

110 番事案の判断…パンクした、財布落としたか

らＰＣ寄越せ。 

(2) 限られた警察力の効果的な運用 

警察組織しかできないこと、警察組織が行うべき

ことへの重点指向 

２ 犯罪発生状況とその要因 → 対策 

(1) 10 年間で半減した犯罪発生件数の背景 

刑法犯総数の変化（減少）…平成 16年と 26年の

比較県下 H25:20 万 8千件 

 → H26: 8 万 5千件 （-59.1%） 

春日井市内      8,109 件  → 3,256 件(-59.8%） 

【参照】 警察官（12,382→13,440 +8.5%） 

※自分たちの街を犯罪から守ろうとする意識の高

まり。 

【参照】 自転車（県下：-44% 春日井市内は-22%

で県下 多） 

(2) 振り込め詐欺（特殊詐欺）…オレオレ、架空

請求、還付金 

○ 悪質、卑劣そして手口の巧妙化…騙す、脅す 



→ 宅配 

→ 広報、金融機関の窓口対策、迷惑電話チェッ

カー ⇒ 全件通報要請 

３ 交通事故発生状況とその要因 → 対策 

(1) 交通（死亡）事故は何故発生するのか 

（道路交通法違反） ＋ α 

※法違反と事故に因果関係はあるが、必然性はな

い 

(2) 交通違反は何故取り締まらなければならない

のか 

① 悪質運転者の排除 

② 将来の事故抑止（当事者にさせない） 

※見通しの良い一時停止場所における取締りの必

要性…その場所の事故抑止だけが目的ではない 

(3) 市民の自立 

◎ 交通事故死者 200人、負傷者５万人から自分

を守る。 

～ ゴールド免許と事故・違反の関係 

○ 車を運転することに伴う義務と責任 

～ 運転は恐いもの（３流から２流へ） 

４ 自然災害への対策 

○ 予測できない自然災害 

⇒ 予測できる対策は事前に講じておく。 

・ アンダーパス対策。要救護者の優先リストの

作成と計画の策定。 

○ 「自助」がなければ「公助」は成立しない。 

５ 新しい時代の警察組織・警察活動 

◎ 警察が行うべき活動、警察しかできない業

務・活動へ 

＝ 限られた警察力の効果的運用（県民の期待す

る警察活動） 

○ 情報公開 ＝ 署長室の議論・結論 

◎ 自立した警察官による機能集団へ 

 

 

 

 

春日井警察署員 表彰 
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卓話 春日井警察 小林眞 署長 

 

 

 



あしなが奨学生からの手紙 

＃14アラセル・ガランザ 

2017 年 12月 17 日 

 
あしながおじさんこんにちは、お元気ですか。私

の生活はいつも意欲に満ちています。あしながお

じさんによいことがありますように！って思って

いるのですよ。あしながおじさんには、たくさん

能力があって、これからも上手くいきますね。 
 
1 年前の 2013 年 12 月１７日に私たちの先生が告

げました。私はその時期待していませんでした、

日本のロータリークラブの皆さんが私たちの学校

へお越しになるという機会、そして奨学金のチャ

ンス、そしてそれを掴むことを。私はして頂いた

ことに感謝しきれません。わたしが何を欲しいの

か、その時私自身わかっていなかったのに、あし

ながおじさんはどうにかして正確に分かっていま

した。あなたは贈り物を渡す人。そっと恵みを与

える人。ありがとう。言葉は私や私のクラスメイ

トがどれだけ感謝しているかを表現できません。

あなたが神様からの恵みなのです。私には、あな

たがこれまでどれだけの助けをしたか説明する他

の方法をしりません。そしてあなたが 2 回目の贈

り物をくださるときがやって来ます。 
 
贈り物を開けて、ビックリしました。何をくれた

か信じられませんでした。ただいえることは「あ

りがとう！」とっても楽しい贈り物でした。私は

特別な人間だと感じさせてくれました。贈り物を

開けたとき、あなたがそれを素晴らしいものにす

るために、時間を使い、苦労したという事が分か

りました。贈り物をなんて表現しようかって考え

たら、「完璧！」って言葉が私の心に浮かびました。

私自身、これ以上のものは思いつきません。寛大

なお心に感謝します。 
 
助けが必要な時に、助けてくれて本当に感謝して

います。あなたが使った時間と寛大さに大変感謝

しています。あしながおじさんは、手紙を通して

お話しする一人の人物で、あなたが存在するって

知っています。友情を、はぐくみ続けます。そし

ていつもあなたがしてくれたことを覚えています。

決して忘れません。人生の 後の時まで宝物にし

ます。問題が起こって、誰にも話せなくても、あ

しながおじさんは例外です。きっと涙をどこかへ

やってくれますね。弱気になったり、あきらめそ

うになったりしたても、あしながおじさんはいつ

もいます。たとえ誰も幸せをくれなくても、あし

ながおじさんはくれます。私はあなたがくれた喜

びを決して忘れません。私が見つけた楽しいこと

を。 
あしながおじさん、これが私の「ありがとう」で

す。勇気を、困難の中の希望をくれました。サポ

ートに本当に感謝します。私のためにそこにいて

くれてありがとう。 
私は、記憶を呼び覚まし、それぞれの面を一緒に、

私は大きな夢を持ち、良い成績をとるための 善

を尽くすことをお約束します。ありがとう、神様

のご加護がありますように。 
 
このクリスマスのお願いは「ギターとハープ」で

す。冗談ですよ(笑) 

『何を考え、何を言い、そして何をするか、

の調和が取れたときに幸せは訪れる』 

あしながおじさんに良いことが起こり、幸せで

ありますように、心よりお祈り申し上げます 


