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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 

本日は例会にお招き頂きまして、ありがとう

ございます。皆様方には平素から奉仕の精神に

基づき、さまざま活動を通して社会貢献されて

おられることに、深く敬意を表する次第です。 
      さて本日は管内の犯罪や交通事故について、

お話させて頂きたいと思います。始めに犯罪に

ついて、今年 8 月までの間に 1,080 件を認知し

ており、これは毎日 4～5 件の犯罪を認知して

いることになります。件数はここ数年、減少傾

向で推移しており、一番多かった平成 14 年と

比較すると、4 分の 1 程度になっています。 
減少した要因はパトロールを強化したり、不審

者に対する職務質問を、徹底したからだと見て

います。また地域の皆様による自主防犯活動の

活性化や、防犯カメラを始めとした防犯設備・ 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副署長 信澤 公昭 

器具の普及拡大など、社会環境の変化も大きく 
影響していると思います。 
 認知した犯罪の 4 件に 3 件は窃盗罪で、中で 
も自転車盗が半数近くを占めています。中央区 
は平坦な地形から自転車を保有する人が多く、 
泥棒も多いのかと思います。残念なことに盗ま 
れた自転車の 3 台に 2 台は鍵が掛かっていない 
ので、自転車を止めた際、ちょっとの間でも必 
ず鍵を掛けて頂きたいと思います。 
また自転車だけでなく、自動車の鍵をかけず 

に車上狙いに、家の鍵をかけずに空き巣等の被 
害も数多く発生していて、これらは鍵の掛け忘 
れだけではなく、日頃から鍵をかけない方が結 
構おられるのです。抑止効果を高めるため鍵を 
かけることが常態化するまで広報啓発を続けて 
 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



 
 

いきたいと思っています。また昨今、社会問題に

もなっている「振り込め詐欺」は、管内でも増加

しています。 
特に最近の傾向として、犯人側にキャッシュカ

ードを手渡してしまう事案が増加しています。こ

の手口は、犯人側が被害者宅へ電話をかけると、

犯人側の一員が短時間の内に被害者宅に訪れま

す。そこで被害者を言葉巧みに騙して、キャッシ

ュカードを受け取った上、暗証番号を聞き出した

ら、直ぐに立ち去り、近くの金融機関やコンビニ

等の ATM で現金を引き出してしまいます。 
被害者が不審だと感じても、身内や知人等に相

談する時間を与えず、被害者側が被害に気付く前

に敢行してしまうのです。こうした手口に騙され

ないように、あらゆる活動を通して防犯指導や広

報啓発を実施しているところでございます。 
 次に交通事故については、今年は 8 月までの間

に 676 件の人身交通事故が発生しています。県下

で 3 番目に多く、毎日 3 件近く発生していること

になります。怪我をされた方は 788 人で、残念な

がら 3 人の方が亡くなっておりますが、件数、怪

我をされた方とも前年より減少しています。 
減少した要因は交通事故が多発する時間、曜日、

場所等を分析して、集中した指導取締を実施した

り、学校、職場、地域等における安全教育を推進

した成果であるとみており、また交通関係を始め

としたボランティアの方々により、平素からの

様々な活動も大きな要因であると思っています。 
事故の特徴としては高齢者やオートバイ、自転

車による事故が多く、これらの件数も県下で上位

に位置しています。引き続き、街角での指導取締

りや安全教育のほか、駅頭や店舗などでのキャン

ペーンや広報啓発にも、力を入れて取り組んでい

きたいと思っております。 
今一番の懸念事項でもある「振り込め詐欺」は

被害を受けているほとんどは高齢者です。また交

通事故は高齢者に加えて、年少者も多く被害に遭

っており、こうした社会的弱者の方たちの多くが

犯罪や交通事故の被害に遭っております。 
     このような実態を踏まえて、署員は一丸となっ

て治安維持に精進してまいります。どうか皆様方

におかれても、地域・職場・家庭等で犯罪や交通 
 

 
 
事故について呼びかけ、話題にするなど防止意識 
を高めて頂ければ幸いです。今後も引き続き、皆 
様方のご協力・ご支援を賜りますようお願い申し 
し上げ、お話を終わられて頂きます。（一部要約にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週のガバナー公式訪問を何とか終え、前半に 

おける大きな山場を迎え、越すことができました。 

 さて本日 9月 18日は「かいわれ大根の日」だ 

そうです。これは日本スプラウト協会により、記 

念日として制定されました。「8（双葉）」の下に、 

「1（茎）」で“かいわれ大根”に見えることから 

制定され、9月はたまたま会合が 9月だった為だ 

そうです。また沖縄県では「しまくとぅば（島言 

葉）」を推奨する日として、「しまくとぅばの日」 

に関する条例」を定めた所から制定されました。 

そしてチキンラーメンを開発した安藤百福（日 

清食品）さんにより、「カップヌードル」が発売 

された日でもあります。「紙コップで手軽に食べ 

られるラーメンを」というテーマで開発され、現 

在にも続く大ヒットと成りました。 

「相模原中 RCの良いところアンケートまとめ」 

がお手元に届いていると思いますが、アンケート 

を利用して RIマイロータリーの「クラブの健康 

チェック」（クラブでの経験）をしてみました。 

（以下１３項目の内容は紙面上、次週号に掲載予定） 

相対的には良い結果であると思いますが、より 

魅力あるクラブ運営に向けて、改めて確認ができ 

ました。当クラブも今年で 42年目になります。 

42歳は厄年でもあります。人間ドックに入って、 

チェックする時期が来ていることも確かでもある 

と思います。↗ 

 



 

     

      「クラブの健康チェック」には、他に「奉仕と 

    親睦」「会員増強」「公共イメージ」「運営」と 

    4項目がありますので、機会があれば是非、行い 

たいたいと思います。本日は、「クラブでの経験」

という項目についてチェックしたことを報告し

まして、会長の時間とさせて頂きます。 

 

 

●松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

     いつもお世話になっております。本日も宜しく 

     お願いします。 

    ●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

      またお世話になります。よろしくお願い致します。 

    ●早川会長、佐々木幹事 

    ①相模原警察副署長の信澤様、相模原ＲＣの松岡

様、相模原グリーンＲＣの中村様、本日はようこそ

いらっしゃいました！ 

    ②信澤様、卓話を宜しくお願い致します。 

    ③本日結婚記念日祝の阿部会員、小野会員、おめ

でとうございます。 

    ●小野 孝会員 

    ①結婚記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

    ②阿部さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

     ③相模原警察副署長さん、卓話宜しくお願いします。 

    ●竹田 繁会員 

    ①ゲスト卓話の信澤副署長、本日はご苦労様です。 

    ②小野会員、阿部会員、結婚記念日祝おめでとう 

     ございます。 

    ●阿部 毅会員 

    ①相模原警察署、副署長の信澤様、本日の卓話を 

     宜しくお願い致します。 

    ②相模原ＲＣの松岡会員、ようこそ。 

    ③結婚記念日を祝って頂き、誠に有難うございます。

気がつけば４９年、来年は金婚式ですか？     

●川合 貞義会員 

    ①相模原警察署副署長の信澤様、本日は卓話大変 

     ありがとうございます。宜しくお願い致します。 

    ②小野さん、阿部さん、結婚記念日おめでとうご 

ざいます。 

    ●㝡住 悦子会員 

①阿部さん、小野さん、結婚記念日祝おめでとう 

     ございます。 

②卓話の信澤様、よろしくお願いします。 

 

 

●黛 裕治会員 

①9月結婚記念日お祝の阿部さん、小野さん、 

 おめでとうございます。 

②本日の卓話、相模原警察署副署長様、よろしく 

 お願い致します。 

●老沼 秀夫会員 

①信澤副署長さん、ご多用の中、卓話ありがとう 

 ございます。 

②結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②卓話をして頂く相模原警察署副署長、有難うご 

 ざいます。 

●豊岡 淳会員 

①9月結婚記念日祝の小野さん、阿部さん、おめ 

でとうございます。 

②外部卓話でお越しの相模原警察署副署長様、 

 よろしくお願いします。 

●瀬戸裕昭会員、田後隆二会員、池之上和哉会員 

①小野会員、阿部会員、結婚記念日のお祝、おめ 

 でとうございます。 

②相模原警察署の信澤副署長、本日の卓話宜しく 

 お願いします。 

●田所 毅会員 

①相模原警察署の信澤副署長様、宜しくお願いし 

 ます。 

②本日お祝の阿部さん、小野さん、おめでとうご 

 ざいます。 

●藤原 利夫会員 

①本日のゲスト卓話、副署長の信澤様、よろしく 

お願いします。 

②結婚記念日祝の阿部会員、小野会員、おめでと 

 うございます。 

●伊倉 正光会員 

①相模原警察署副署長の信澤様、卓話宜しくお願 

 い致します。 

②阿部会員、小野会員、結婚記念日祝おめでとう 

 ございます。 

●大井 達会員 

①9月結婚記念日祝の阿部会員、小野会員、おめ 

 でとうございます。 

②本日は都合により早退させて頂きます。卓話が 

 聞けず残念です。 



 
  

 

（概要にて） 

    ●地区ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会   豊岡地区委員 

当地区のﾛｰﾀｰｱｸﾄは４クラブだけで、18～30 才ま 

での年令制限もあり、なかなか人が集まらず、クラ 

ブ数が少なかったのですが、厚木中ＲＣの提唱に 

より、厚木中ﾛｰﾀｰｱｸﾄが１５名にて創立しました。 

      ●公共イメージ委員会      池之上委員長 

        現在、新ホームページを小崎会員と共に制作中で 

すが、会員情報をどこまで掲載して良いのか確認 

させて頂きたく、回覧しております。次週例会まで 

にご記入下さい。また本日例会後、会員増強委員 

会と合同でホームページの打合せを行います。 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区社会・国際奉仕セミナー開催のご案内 

     当セミナーは会長エレクトと社会奉仕・国際奉

仕委員長、入会 3年未満の新会員（希望者）を

対象に開催致します。またセミナー用アンケー

トにもご回答下さい。アンケートに記入する奉

仕プロジェクトは、社会または国際奉仕から１

つを選び、アンケートを基にグループ討議を行

いますので、必ずご記入をお願い致します。 

     日時：11月 10 日（土）13:00～16:00 場所： 

アイクロス湘南 提出締切日：9月 26日 

 

※公共イメージ委員会より、新ホームページ掲載の

「会員情報」ご確認のため、回覧しますので、次週

９月２５日例会までにご記入をお願い致します。  

 

例会プログラム 

９月２５日卓話 川合 貞義会員 

    １０月 ２日卓話 山之内 洋会員 

          定例理事役員会     

 

●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 

 

 

 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阿部 毅会員 ９月１５日 

・小野 孝会員 ９月２４日 

 

 

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  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 田後 隆二会員 

ゲスト     相模原警察署 副署長 

              信澤 公昭氏 

ビジター    松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

        中村 昌治君（相グリーンＲＣ） 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：川合 貞義、田所  毅、櫻内 康裕 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦、大槻  実 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 
３７名 ３０名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/4) 
５名 ８６．１１％ ９１．４３％ 


