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”本日のプログラム
会” 長 時 間

＜職場例会

11 月第 2 例会

富士機械工業株式会社

（職業奉仕委員会） ＞

金好会長
皆さん、こんにちは。本日の卓話は、東広島警察署署長 山田谷 清様にお願い

致しております。山田谷様におかれましては、大変お忙しいなか時間をとって頂
きました事、心より感謝申し上げます。後ほどは宜しくお願い致します。
去る 10 月 31 日クラブの方に訃報がまいりました。広島東 RC 筒井數三様が 10
月 27 日にご逝去されました。我が西条 RC 設立にあたり多大なるご尽力を頂き、
その後の発展に寄与して頂きました。ここに会員の皆様とともにご冥福をお祈り
いたします。
さて、先月 10 月 29 日岩国で開催されました 2017-2018 年度地区大会は無事終
了致しました。出席頂きました会員の皆様お疲れ様でした。本日は、会長・幹事
会で行われました基調講演のなかで国際ロータリー会長代理・横山守雄様が紹介されました東京御苑 RC につい
て少し紹介させて頂きます。東京御苑 RC は、2015 年 3 月に設立されました新しいクラブです。例会日は、第
2・第 4 週木曜日の 2 回、年会費は、事業主 16 万・一般社会人 12 万・主婦シニア会員 10 万そして例会食事代
別途会費 6 万で運営されております。これらの事は、クラブの柔軟性という事で問題ないのですが、驚くべき事
は、設立時 44 名の会員が現在 110 名に増加している事なのです。このクラブのホームページを覗いてみると最
初のページに「東京御苑 RC に入会すると、こんな素敵な事があなたに待っています。
」と 20 の項目が書かれて
います。①友情 最も基本的な人間のニーズの一つある「友情と親睦」を提供します。②ロータリーを定義にビ
ジネス上の発展 誰でもネットワークが必要です。ロータリーは全てのビジネス社会を網羅する横断的な組織で
す。会員はあらゆる職業の人々が参加しています。ロータリアンはお互い助け合い、団体として他者を助けます。
そして 3 番め以降「個人的成長と発展」
「リーダーシップ開発」例会卓話や会合のなかでの「自己教育の継続」
「人前で話す術の養成」
「社会術の養成」そして誰もが 201 か国・地域にある 34,558 のクラブの出席を歓迎さ
れる「世界の市民たること」会員の職業人生に気分転換をもたらす「余興」「家族のための楽しいプログラム」
四つのテストによる「倫理観の醸成」そして「名声」何にもましてロータリアンは好人物ですその「好人物との
交際」最後にロータリアンになる第一の理由として「奉仕する機会」を掲げられております。ロータリークラブ
は奉仕団体です。その事業は人、その製品は奉仕です。ロータリアンは地元地域社会と国際地域社会両方に奉仕
します。最も奉仕するものは、最も報いが大きいのです。さて我々西条ロータリークラブに入会するとどんな素
敵な事が待っているのでしょうか、入会まもない皆様は、どのように感じていらっしゃいますでしょうか？そし
てこれから入会されます方々に何と紹介したらいいのでしょうか。一度考えてみてください。

◇◆◇
11 月 23 日（木）
11 月 30 日（木）
12 月 ７日（木）
12 月 14 日（木）
12 月 21 日（木）
12 月 28 日（木）

プログラムの予告

◇◆◇

例会休み
ロータリー財団月間にちなんで （ロータリー財団委員会）
英語暗唱大会の発表（奉仕プロジェクト委員会（青少年））
6 か月を振り返って（クラブ協議会）
忘年例会
例会休み

前回 (11/9) のプログラム

＜「東広島警察署管内の治安状況」東広島警察署長

山田谷

清様＞

皆様、こんにちは。ご紹介に預かりました、東広島警察署長の山田谷で
ございます。
西条ロータリークラブの皆様方には平素から警察業務に関しまして深い
ご理解とご協力を賜りまして、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げま
す。
私の自宅も東広島市にありまして、まさに地元の安全安心に努めて
参りたいと思っております。
今日お話しする内容は東広島警察署管内の治安状況についてでござ
います。お手元の資料をご覧になりながらお聞きください。
現在、警察でどのようなことに取り組んでいるかと申しますと、空
き巣などの侵入窃盗や乗り物盗などの犯罪、子供や女性、高齢者の安全確保そして特殊詐欺など
の新たな犯罪への対応を重点に取り組んでおります。引き続き皆様のご協力をお願いしたいと思
います。
続きまして、広島県警察が現在進めております、
「目指せ日本一安全・安心な広島県の実現 ア
ンダー８０作戦 2020 年に向けて」についてご説明いたします。警察では平成 27 年から「アン
ダー100 作戦」と言うキャッチフレーズで特殊詐欺の抑止と交通事故者数の 90 人以下を目標に掲
げて実施してまいりました結果、成果が出ました。
そこで、現在では特殊詐欺被害額 5 億円以下、交通死亡事故者数 75 名以下を取りまして、「ア
ンダー80」作戦を実施しております。
特殊詐欺については、「なりすまし詐欺」、「架空請求詐欺」、「還付金詐欺」などがございます。
発生状況は、昨年の発生件数の 2 倍に迫っております。被害額は逆に半減しております。警察
でも加害者の検挙に努めておりますが、偽名を使用したり様々な状況を作っており中々困難な状
況にあります。そこで加害者の検挙の他に水際阻止にも努めております。市役所、防犯組合、金
融機関等の協力を得ながら対策を進めており、成果も県内トップクラスの阻止件数であります。
また、市民が被害者にならないために、「電話でお金の話がでたら、詐欺！！」そして、「即断
より相談」の心掛けが大切です。
続きまして、死亡交通事故撲滅に向けた取り組みについてご説明いたします。
交通事故については、発生件数、死亡者数とも平成 24 年以降減少傾向にありましたが、今年は、
9 月末現在で、発生件数、負傷者数とも減少しているものの、死者数は大幅に増加しております。
既に、昨年一年間の死者数を大幅に超えており、非常に厳しく、危機的な状況にあります。
件数が減少しているとは言っても県内の警察署管内での件数レベルで言えばワースト２でありま
すが、減少数の状況が良好に推移していることから、このままいけば、ワースト 2 を返上するこ
とができるのではないかと期待しております。
東広島での交通事故発生が一番多いのは、市内中心部であり、自転車との事故が多く発生して
おり、警察では啓発活動に力を入れております。
また東広島市と緊急メッセージを発信しております。
今からの時期、日没時間も早くなっておりまして、自動車運転手については早めのライト点灯
を、自転車運転者については反射板等の着用を是非お願いいたします。
これからも、市役所、学校、交通安全協会等と連携し、交通安全に取り組んでいきたいと思っ
ております。ぜひとも皆様のご協力をお願いいたしたいと思います。
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通算出席率

おめでとうございます。
永年連続出席
今谷会員

99.60％

お客様
東広島警察署署長 山田谷 清様
西条ＲＣ奨学生
屈 凌 様

お祝時間
○永年連続 100％出席 今谷会員
○ＲＣ財団地区奉仕賞 管生（一）会員
○本人誕生日
山田会員 S.27.11.7 佐々木（伸）会員 S.36.11.3
島会員 S.36.11.30
武島会員 S.41.11.24
○ご夫人誕生日
新開万智子 11.13
○結婚記念日
岡田会員 S.45.11.3 山田会員 S.53.11.19
藤原会員 S.61.11.16 奥本会員 H.9.11.2(20 年)
○入会記念日
久保会員 H.27.11.5
○会社創立記念日
久保会員
㈱広島銀行
M.11.11.29
三名田会員 もみじ銀行
T.12.11.2
松重会員
大旺電設㈱
S.62.11.10
要源会員
㈱要源石材店 H.1.11.1

山田会員、島

○ご夫人誕生日
○結婚記念日

○広島東ＲＣ

故筒井会員の社葬開式について

日時

29 年 11 月 21 日（火）11 時

場所

平安祭典

広島東会館

○理事、役員会議の開催について

委員会報告
○11 月 16 日の職場例会について
三木職業奉仕委員長
○ＩＭ組織図について
新開実行委員長

スマイルボックス
○本人誕生日

幹事報告

会員、武島会員

新開会員
藤原会員、山田会員

○会社創立記念日

要源会員

○地区大会にて連続出席
○地区大会お疲れさまでした
○地区大会欠席しました

今谷会員
上田俊二会員

佐々木会員

西条ロータリークラブ

創立

1964 年 5 月 11 日

例会場 〒739-0024 東広島市西条町御薗宇円城寺 6950－2
事務所 〒739-0025 東広島市西条中央 7－23－35

例会日

グラン

東広島商工

URL:http://www.saijo-rc.jp
会長 金好 康隆

副会長
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宏

幹事

