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水と衛生月間

３月３日（金） ３月１０日（金） ３月１７日（金） ３月２４日（金）

理事役員会１１：３０ 祝福 卓話 卓話 

クラブ協議会１３：３０ 卓話 加藤将人君 セブ帰国報告 志水ひろみ君

例

会

予

定 卓話 芝田 貴之君 和田 了司君
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「四つのテスト」 

・今月の歌     「なごり雪」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶

・夜間例会

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

なごり雪 

なごり雪も  降る時を知り 

ふざけすぎた 季節の後で 

いま春がきて 君はきれいになった 

去年よりずっと きれいになつた 

先週の記録 

幹事報告      幹事   成瀬 浩康君 

地区行事 

＊4月22日：2017-18年度地区研修・協議会 
出席者義務者の方はよろしくお願いいたします 

＊5月22日～29日：地区第7回フォト俳句展 

作品の募集3月31日締切 詳細は事務局まで 

お知らせ 

＊3月12日：尾張広域緑道等ポイ捨て・ふん害防

止啓発活動  8：30～10：30頃 

今年はパナソニックエコシステムズ北側駐車場集

合です（鷹来町の総合体育館の北） 

２０１７年２月２４日（金）２３１２回（２月第４例会） 

次週予告 

＊2月24日 夜間例会 18：00 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 東 ３月６日（月）３月６日(月)１６：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 

岩 倉 ３月１４日（火）３月１４日（火）１２：３０ 

   ＲＣ 座談冷例会の為 未定 

名古屋丸の内 ３月９日（木）３月９日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 キタムラ 

愛 知 長 久手 ３月１４日（火）３月１９日（日） 

   ＲＣ 職場例会の為 ラグーナテンボス 

◎例会休会のお知らせ 

○瀬戸北ＲＣ   ２月２８日(火)は休会 

○名古屋名駅ＲＣ ３月８日(水)は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 59名 欠席 23名 出席率61% 

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率98.3% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○春日井警察署酒井署長をお迎えして。

伊藤  純君

○卓話を聞く喜びで。      岡田 義邦君

○酒井署長のお話を聞くのを楽しみにしておりま

す。              近藤 太門君

○古屋さん。お世話になりありがとうございます。

川瀬 治通君

○ロータリーの森の春を探しに来てください。

                早川 八郎君

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



○祝福ありがとうございます。卓話、楽しみにし

ております。          近藤 秀樹君

○ようこそ。春日井警察のみなさま。本日は、署

長様の卓話が楽しみです。    古屋 義夫君

○いいことがありそうです。又、祝福ありがとう

ございます。          山田  治君

○祝福のみなさま。おめでとうございます。       

大原 泰昭君

○誕生日の祝福を受けて。卓話を楽しみにしてお

ります。            小川  長君 

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○卓話を楽しみにしています。

芝田 貴之君  社本 太郎君  岡嶋 良樹君

松尾 隆徳君  成瀬 浩康君  蓮野 美廣君  

野浪 正毅君  屋嘉比良夫君  加藤 宗生君  

伊藤 正之君  杉山 孝明君  志水ひろみ君  

貴田 永克君  名畑  豊君  風岡 保広君  

小柳出和文君  加藤  茂君  場々大刀雄君  

大畑 一久君  伊藤 一裕君  小川 茂徳君  

小野寺 誠君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話   春日井警察署長  酒井 紀人氏 

最近の犯罪・交通事故情勢と警察の取り組み 

１ 昨年の犯罪発生状況 

（１） 愛知県全体 

刑法犯総数は、70,254 件でピーク時の１/３ 

侵入盗が 10年連続で全国最多 

自動車盗は 4割減少、全国で 4番目に 

特殊詐欺が急増 1,058 件被害額約 34億 5千万円 

（２） 春日井市 

刑法犯総数 2,605 件前年対比で約１６％減少 

侵入盗は市区町村別で 3番目に多発 

自動車盗は前年対比で約 2割減少するも、市区町

村別で県最多 

特殊詐欺は市区町村別で 2番目に多発するも、阻

止数は県下一 

（３） 侵入盗多発の要因 

組織窃盗グループ等の暗躍～大半が薬物乱用者 

盗難車を利用～道路網が整備されている 

（４） 警察の取組み 

ナンバープレート盗難防止ネジの普及促進～24

時間 365日 

侵入盗防犯器具の斡旋 

金融機関からの全件通報 

２ 交通事故情勢 

（１） 愛知県全体 

昨年の交通事故死者数～212 人(前年度比―1人) 

14 年連続 全国最多 

（２） 春日井市 

事故死者数 4人（前年対比―5人）昭和 39年以降

最少 

飲酒運転の交通事故、違反とも県下 1位 

（３） 警察の取組み 

人優先の交通環境の確保～歩行者妨害違反取締り

の強化昨年県下の約 20％を検挙 

自転車警告の強化～県下の１/３の警告数 

悪質ドライバーに対する強制捜査の推進 

３ その他 

昨年は、男女間、隣人トラブル等の警察安全相談

が 5500 件余と県下でダントツのトップ。市民の皆

さんの期待の証として捉え、市民の期待と信頼に

応える。 

祝福 会員誕生日 

祝福 結婚記念日

祝福 アテンダンス表彰



春日井警察職員表彰 卓話 春日井警察署長 酒井 紀人氏 

春日井ロータリークラブ写真展 


