
第 1946 回例会 
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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相模原警察署      

      本日は、相模原中ロータリークラブ例会にお 
招きいただいた上、お話しする機会まで与えて 
頂きまして、大変光栄であります。 
 皆様におかれましては、平素から奉仕の精神 
に基づき、さまざまな活動を通じて、社会貢献 
されていることに対して、深く敬意を表する次 
第であります。 
 私は昨年 9 月に、相模原警察署長として着任 
しました。相模原警察での勤務は 2 度目となり 
ますが、この相模原の安全、安心のために微力 
ながら力を振り絞って頑張っていく所存です。 
 本日は貴重なお時間を頂き、相模原の管内情 
勢について、少しお話させて頂きます。 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若林 靖司署長 

相模原警察署は大正 15 年、溝分署が警察署 
に昇格し、溝警察署として発足しました。その 

後、上溝警察署と改称。昭和 27 年に相模原警 
察署となりました。相模原南警察署の設置は昭 
和 49 年、相模原北警察署の設置は平成 18 年の 
こととなります。 
 まず刑法犯（法律に規定される犯罪）の認知 
件数についてですが、神奈川県内は平成 14 年 
が最大で約 19 万件でした。昨年は 5 万件でし 
て、約四分の一に減っています。相模原署管内 
では、平成 14 年が最大で約 1 万件です。北警 
察署と分れる前の数字で、北署と分れた後の平 
成 19 年が約 4,800 件、昨年は 1,954 件でした。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

 次に交通事故の発生状況です。昨年、相模原警

察署管内での死亡事故は 3 件 3 名。人身事故の 
発生は 1,185 件で、いずれも昨年比±0 件です。 
過去の相模原警察署管内で、死亡事故が多かった

年は昭和 46 年の 53 名です。 
 この数字は、南と北の警察署が分れる前の数字 
で、昨年は相模原・南・北の 3 署の死亡事故は合

せて 13 件です。最大時の約四分の一まで減って

おります。因みに、神奈川県内での死亡事故は昭

和 45 年の 803 件が最多でありまして、昨年は 149
件に減っています。 
 このように数字（統計）の上では、犯罪も交通 
事故も減ってはいます。でも、皆さんは治安が本

当に良くなっているとお感じでしょうか。 
 数値の上では治安は良くなっていますが、体で 
感じる治安－これを「体感治安」と表現していま 
す。すなわち、何か自分が犯罪に巻き込まれるの 
ではないか、目に見えないところで被害者になっ

ているのではないかという不安感は、増している 
のではないでしょうか。 
 犯罪の内容は多種多様化してきております。例

を挙げますと、皆さんがご承知の「振り込め詐欺」 
は昨年、過去最多となりました。同様の犯罪類型 
として、手交型キャッシュカード詐欺（暗証番号

を聞き出した上で、キャッシュカードを騙し取

る）、還付金が戻ると嘘を言って、残高を狙う還

付金詐欺など、新手の手法で被害は増えています。 
 更には、クレジットカードが勝手に使われたり、 
ゲームのキャラクターが盗まれたなど、インター 
ネット環境を悪用した犯罪も増加傾向にあり、仮

想通貨に至っては、私などはお手上げの状態です。 
 また、信じられないようなことも起こっていま

す。晴れ着が届かない、高速道路を逆走する車、 
事故を起こしても、ブレーキが踏めない運転手な

どです。 
 本年の神奈川県警察の運営指針は、昨年に引き 
続き「安全で安心して暮らせる地域社会の実現」 
としております。重要なことは、犯罪を発生させ 
ない、犯罪に遭わない、交通事故を発生させない、 
交通事故に遭わないことであると思っています。 
 我々、相模原署員は犯罪や事故を 1 件でも減ら

すため、署員一人一人がその責任を自覚し、日々 
 

 
 

治安維持に邁進しているところであります。皆様 
にも今後の一層のご協力・ご支援を賜りますよう 
お願い申し上げ、卓話を終了させて頂きます。 
 
 
 
パスト会長            豊岡 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日は最住会長、櫻内直前会長がフィリピンへ 
「空飛ぶシューズプロジェクト」奉仕活動のため 
不在により、私が会長代行を務めさせて頂きます。 
また本日は、外部卓話として若林相模原警察署 

長様にお越し頂いております。その大事な日に、 
「空飛ぶシューズプロジェクト」の日程が重なり 
「会員数が少ないと、失礼ではないか？」との思 
いから、他クラブより大勢のロータリアンが応援 
に駈け付けて下さいました。皆様のロータリアン 
としての友情に感謝しております。 
その中で、相模原東 RC パスト会長の中村様が 

来られております。中村様とは同期の会長でもあ 
り、ロータリー入会前より仕事上でお付き合いの 
ある方です。私が入会まもない頃（積極的では無 
かった頃）に、中村様との会話の中で「ロータリ 
ーを楽しむ」ことを考え直すきっかけを与えてく 
れた方でした。10 年前のことではありますが、懐 
かしく思います。 
当クラブは今年度、会員増強には大変苦労して 

おります。どう動いて良いのか分からない会員も 
多いでしょう。そんな中でも「ロータリーを楽し 
む」ことを念頭にしていれば、活路を見出せるか 
と思います。 
本日例会終了後に、横江会員と新入会員候補者 

の元へ説明に行って参ります。「ロータリーを楽 
しんで」増強活動して参ります。 
 



 
 

〇ロータリー情報委員会      黛委員長 

 先週２０日の情報集会は１７ 

名の出席者で、先輩会員から 

も、いろいろ話もあり、また会員 

増強は一人一人が頑張らなけ 

ればならないということでした。 

 第２回は次週３月６日ですの 

で、前回ご出席できなかった会 

員も含め、第２回出席予定者は宜しくお願いします。 

 

 

●佐々木 文雄君（相模原東ＲＣ） 
久し振りに出席しました。宜しくお願いします。 

    ●中村 礼二君（相模原東ＲＣ） 
     東 RC より参りました。4 月 17 日に合同例会を実施 

        させて頂きます。その節は宜しくお願い致します。 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

 お久し振りです。宜しくお願い致します。 

●中村 和代さん（相模原ニューシティＲＣ） 

 本日は宜しくお願いします。遅刻して参加申し訳あ

りません。今日は暖かく、天気も良いですね。 

●丸山 和加恵さん（相模原ニューシティＲＣ） 

 初めて参加させて頂きました。宜しくお願い致しま 

す。暖かくなって参りましたので、スマイル！ 

●豊岡会長代行、佐々木副幹事 

①本日、卓話のお越しの相模原警察署長の若林様、 

宜しくお願い致します。 

②本日ゲストの皆様お越し頂き、有難うございます。 
●竹田 繁会員 

①相模原警察署長、若林様、本日はご苦労様です。 

②入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●田所 毅会員  

①本日は若林署長、お忙しい中ありがとうございます。

卓話よろしくお願い致します。 

②入会記念日お祝、ありがとうございます。26 年目に 

  なりました。 

●甲斐 美利会員 

 入会記念日祝、ありがとうございます。 

●阿部 毅員 

①ゲスト卓話の若林署長様、本日は宜しくお願い致 

  します。 

②ビジターでお越しの第 5 グループ皆様、ようこそ！ 

③入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 

    

 

●丸子 勝基会員 

①相模原警察署長の若林様、ようこそいらっしゃい 

ました。卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

②2 月入会の皆様、入会祝おめでとうございます。  

●中里 和男会員 

①ゲスト卓話の若林署長様、ご苦労様です。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●金沢 邦光会員 

 他クラブの皆様、応援メイク、ありがとうございます。 

●大井 達会員 

①若林署長様、本日は卓話にお越し頂き、ありがとう 

ございます。相模原の今を学ばせて頂きます。 

②入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

●老沼 秀夫会員 

①相模原警察署長の若林様、卓話ありがとうございま 

す。楽しみに聞かせて貰います。 

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①2 月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②相模原警察署長、若林様卓話宜しくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①相模原警察署長の若林様、卓話ご苦労様です。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

①卓話でお越しの若林様、宜しくお願いします。 

②2 月入会記念日の皆様、おめでとうございます。 

③他クラブからお越しの皆様、ようこそ！ 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日ゲスト卓話のお越しの若林警察署長様、よろ 

 しくお願い致します。シッカリ拝聴させて頂きます。 

②入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。 

③ビジターでお越しの皆様、ようこそ。ご協力、感謝 

 致します。 

●田後 隆二会員 

①相模原警察署長、若林様、卓話宜しくお願い致し 

 ます。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●大塚 正浩会員 

①ゲストの皆さん、ようこそお越し下さいました。 

②入会記念祝の皆様、おめでとうございます！ 

●特別スマイル 

 警察署長・若林様より謝礼をスマイルに戴きました 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区インターアクトミーティング開催のご案内 

     提唱クラブにはご出席をお願い致します。 

日時：3月 10日（土）13:00～委員会  

14:00～アクターズミーティング ※終了後、 

一泊研修実行委員会を予定（対象者のみ） 

場所：アイクロス湘南  登録締切：3月 5日 

②地区研修協議会（4/8 日）分科会からお願い 

1)幹事部門：次年度研修キット「クラブを成功に 

導くリーダーシップ幹事編」をご持参下さい。 

2)クラブ管理運営部門：質疑応答用アンケートを 

お送りします。 

3)青少年奉仕部門：「ロータリー青少年保護の手 

引き」をご持参下さい。 

4)Ｒ財団部門：アンケートを後日送ります。 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 横江 利夫会員 

ゲスト    若林 靖司署長 

            （相模原警察署） 

松尾 秋夫さん（元会員） 

            張  珣さん（米山奨学生） 

ビジター   佐々木文雄君（相模原東ＲＣ） 

            中村 礼二君（相模原東ＲＣ） 

            中村 昌治君（グリーンＲＣ） 

            中山 和代さん（ﾆｭｰｼﾃｨＲＣ） 

            丸山和加恵さん（ﾆｭｰｼﾃｨＲＣ） 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・竹田  繁会員 １９８２年２月 ２日 

・田所  毅会員 １９９１年２月２６日 

・甲斐 美利会員 １９９１年２月２６日 

・阿部  毅会員 １９９４年２月 ８日 

・早川 正彦会員 ２０１１年２月 １日 

 

 

例会プログラム 

３月 ６日卓話 担当：諸隈 武会員 

     定例理事役員会 

  １３日ゲスト卓話「会員増強について」 

     地区会員増強委員長 新井今日子さん 

  ２０日「会長エレクト研修セミナーの報告」 

      担当：早川会長エレクト 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 
３５名 ２５名 ７名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/13) 
２名 ９４．１２％ ９３．７５％ 


