
第 2118 回例会 

５月 10 日 №40 

 

 

●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 

ロータリークラブの皆様には、様々な奉仕活

動に取り組まれていることに、敬意を表したい

と思います。私は昨年、相模原警察署長に着任

しましたが、コロナ禍の中で、このように皆様

の前でお話することも、懇親を深める機会もあ

りませんでした。本日は警察官友の会を通じて、

お声がけして頂いたことに感謝申し上げます。 

簡単に自己紹介をしますと、警察官になった

のは 1985 年で、ちょうど御巣鷹山の日航機墜

落事故の年で、当時の現場に入った機動隊の方

から、その惨状も聞きました。じつは、署長に

着任前に神奈川県庁に 2 年間出向していまして、

別組織を経験して大変勉強になりました。 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

森元 博署長 

 相模原市は全く初めての土地になりますが、 

４つの警察署があり、相模原警察署は「中央区」 

を管轄しています。治安的には比較的落ち着い 

ていて、犯罪件数も下がっています。 

犯罪の内容的には凶悪犯は少なく、75％が泥 

棒系になります。その内の約 3 割が自転車泥棒 

で、忍び込んだり、強盗のような泥棒は少なく 

なっています。自転車を盗まれても被害届を出 

さない方もいますが、鍵をかけないために盗ま 

れる方が多いです。 

 現在、懸念している事案は交通事故で、昨年 

の統計ですが、中央区と南区を合わせると県内 

トップで事故が多く、その内の約 4 割は自転車 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

事故で、中央区や南区は道路も整地され走りやす

いので、かなりのスピードを出します。 

     その対応策を安全協会などとも検討して、タウ

ンニュースに自転車事故を大きく掲載してもら

いました。また交通切符の自転車版もあり、イヤ

ホンやスマホをしながら乗っている人や、信号無

視の人などに約 1 万枚を配りましたら、今年にな

って、かなり事故件数が落ち、去年より 500 件近

く減っています。少しづつ事故への認識も変わっ

ているとはいえ、まだまだ事故は多く、この延長

が死亡事故になります。死亡事故は、殺人事件よ

りもはるかに多いです。 

     2 つ目の事案は、オレオレ詐欺です。以前は土・

日曜は被害がなかったのですが、最近は土・日曜

や夜でも電話が掛かってきます。手口も次々に変

わっていくので対応が追いつきません。ただ１つ

の予防手段は電話に出ないことで、ほぼ固定電話

に掛かってきますので、留守電にすることですが、

高齢者の方は電話が鳴ると、出てしまいます。 

そのような場合、お手元の資料にある電話は迷

惑防止で自動録音の機能があり、利用されると良

いかと思います。購入の場合、条件付きですが、

市の補助金もあります。市内のオレオレ詐欺の 1

件の被害額は平均 190 万円です。固定電話を止め

て、スマホにしてしまうなども有効かと思います。 

     次に 11 年前の東日本大震災で、ある大学教授

の方が福島の原発事故で、当時の福島県警の警察

官にアンケートをとりました。その内容を少しお

話しさせて頂きます。（資料は略にて） 

 日々、警察官も一生懸命やっておりますので、

ひと言でも声掛けして頂けると嬉しく、少しだけ

気にかけて頂けたらと思います。 

 

 

 

4月 29日開催の地区 

研修・協議会は豊岡実 

行委員長を筆頭に会員 

皆様に多大なるご尽力 

を頂き、成功裡に終え 

ることができ、本当に 

有難うございました。 

 

 

 

思い起こせば、昨年 3月半ばから会場確保に着 

手したものの、緊急事態宣言下で思うようにいか 

ず、3年連続でオンライン開催も止む無しと覚悟 

していましたが、地区財団セミナーでの立ち話で、 

相模原市民会館を中心に近隣施設でリアル開催で 

きないかと、杉岡地区研修委員長から言われたの 

が 7月 17日。既に市民会館ホールを押さえてあ 

ると連絡が入ったのが 7月 20日のことでした。 

ホール以外の会場は、半年程前でないと予約が 

できず、事務局の江成さんに奔走して、何とか押 

さえることができましたが、分科会を行う条件が、 

各部屋に備わっているかの確認にも追われました。 

会場確保がほぼ済んでからは予算策定、人員配 

置を行い、各委員会にて準備を進めてきたことは 

皆様ご存知の通りです。当クラブにとり、近年最 

大の事業となり、どうなることかと思いましたが、 

コ・ホストクラブの力も借りて、総力を挙げて達 

成できたことは、当クラブの結束が強まったとい 

う点で非常に良かったのではないかと思います。 

さて 5月の連休も終わり、今年度の理事役員任 

期は 1か月半程となりましたが、まだまだ、これ 

から予定している事業があります。創立 45周年 

記念事業で、相模原市「医療体制充実事業」に 

10万円を寄付。記念例会を 6月 10日（金）に、 

「八王子うかい亭」で行う予定です。 

また第 5グループが例年のＩМ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃ 

ｨﾝｸﾞ）に替えて行うロータリー奉仕デーとして、 

「ホタル舞う相模原」を、相模原市共催で 5月 21 

日（土）に開催。更に 29日（日）の合同クリーン 

キャンペーン、合同懇親会とイベントが続きます。 

今年度活動計画書を読み返して、やり残してい 

ることとして、会員増強、姉妹クラブ・友好クラ 

ブとの交流、情報集会の開催などが挙げられます。 

時間を有効に活用して、無理のない範囲で進めて 

行ければと思います。 

＜委員会報告＞（概要にて） 

Ｒ奉仕デー／４５周年記念例会    黛委員長 

 5/21日（土）奉仕デー「ホタル舞う相模原」は１部は 

講演会、２部は対談となり、６月のホタル祭りは中止。 

 ４５周年記念例会は、理事会で検討予定ですが、 

６月１０日（金）「八王子うかい亭」を予約。記念事業と 

して、市への寄付金贈呈式は、詳細を後日連絡。 

 



 

 

    ＜豊岡実行委員長より＞（概要にて） 

皆様、有難うございま 

した。大変お疲れ様でし 

た。今回の地区研修協 

議会が成功したかどうか 

私には判りませんが、至 

らない点ばかりが目につ 

いていました。ただ、今の 

ところ、お叱りの言葉も、クラスターも発生していませ 

ん。また詳しくは、打上げの時にでもと思います。 

 

    ＜理事会報告＞ 

    ①４５周年記念 予算及び懇親会について。 

        予算：周年事業積立金より、７０万円を解約。 

・４５周年記念パンフレットの作成 ２０万円 

・記念例会（八王子うかい亭）に５０万円（バス代含） 

記念例会：６月１４日（火）→１０日（金）移動例会 

１７時頃 相模原市内より中型バスで出発、１８時頃 

到着、２０：３０頃に出発、２１時頃 帰着予定 

会費は５，０００円とする。 

      ➁ロータリー奉仕デー「講演会」お手伝い２名の依頼。 

５月２１日（土）１０：３０集合予定「津久井文化会館」 

「講演会」（１３：３０～１６：００） 

櫻内会員、小崎会員に依頼。 

      ③５月２９日（日）第５グループ合同清掃活動・懇親会 

      ・合同清掃活動 ９～１０時頃、４名参加予定。 

      ・合同懇親会 １７時～「レンブラントホテル町田」 

       ３名参加予定。会費８，０００円の内、５，０００円をク 

ラブ負担、３，０００円を会員負担とする。 

 

 

 

●田後会長、阪西幹事 

①本日のゲスト卓話は、相模原警察署長の森元様で 

        す。どうぞ、よろしくお願い致します。 

②新米山奨学生の朱 奕琳さん、ようこそいらっしゃ 

  いました。 

③本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●諸隈 武会員 

①朱さん、ようこそ！ロータリーと勉強頑張って下さい。 

②豊岡実行委員長、大変お疲れ様でした。 

③誕生日祝、ありがとうございます。４９歳になりました。 

 

 

 

●豊岡 淳会員 

地区研修協議会では、ありがとうございました！ 

  打ち上げは盛り上がりましょう！ 

●永保 固紀会員 

  地区研修協議会、ホストクラブ大変ご苦労様でした。 

●冣住 悦子会員 

①５月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②米山奨学生の朱さん、ようこそ。 

③森元署長様、卓話よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

①相模原警察署の森元署長さん、卓話宜しくお願い 

申し上げます。 

②会員誕生日祝の諸隈さん、横江さん、おめでとうご 

ざいます。 

●中里 和男会員 

①米山奨学生のシュ イリンさん、ようこそ。 

②諸隈さん、横江さん、おめでとうございます。 

●竹田 繁会員、丸子 勝基会員 

①豊岡実行委員長、櫻内副委員長始めクラブ全員で 

の地区協の成功お祝い致します。お疲れ様でした。 

②森元相模原警察署長様、本日はご苦労様です。 

③諸隈さん、横江さん、誕生日をお祝いします。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の森元署長様、宜しくお願いします。 

③米山奨学生の朱さん、宜しく。 

④皆さん、先日の地区研修協議会、お疲れ様でした。 

●横溝 志華会員 

①地区研修協議会、豊岡実行委員長お疲れ様でした。 

②諸隈会員、横江会員、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①皆様、地区研修協議会、お疲れ様でした。 

②今日は、米山奨学生の朱 奕琳（シュ イリン）さんを 

  ご案内しました。これから２年間のカウンセラーを担 

  当しますので、皆様のご支援宜しくお願い致します。 

●河野 崇会員 

①豊岡さん、地区研修協議会お疲れ様でした。報告 

  書の担当なので、気を抜かずに頑張ります。 

②米山奨学生の朱さん、ようこそ。 

③ゲスト卓話の森元署長、宜しくお願い致します。 

④本日、誕生日祝の諸隈さん、横江さん、おめでとう 

  ございます。 

 



  

 

 

 

        米山奨学生 朱 奕琳（ｼｭ ｲﾘﾝ）さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     家族は父・母と犬で、私は一人っ子になります。 

    上海にいるので、苦労しているのでは心配して頂 

きますが、父はレストランをやっているので、食 

材に困ることはありません。これから 2年間、 

米山奨学生として勉強に頑張りたいと思います。 

私はジャーナリストを目指していて、民間のニュ 

ースなどを主としてやりたいと思います。中国と 

日本の文化は近いので、日中の関係を緩和してい 

くことが私の夢です。（概要にて掲載） 

 

          

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度 地区補助金配分決定の件 

貴クラブより申請された奉仕プロジェクトへ

の補助金配分を決定致しました。 

配分額 2,460 ドル（2022 年 7 月のレートで、振 

込金額が確定） 

②補助金支給クラブ説明会ご案内（支給必須条件） 

     日時：5 月 12 日（木）15 時～17 時 場所：第 

一相澤ビル 出席対象者：会長または会長エレ

クト、補助金管理担当者の内、計 2 名 登録締

切：5 月 9 日 

 

 

 

●例会場 中国名采「敦煌」           

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●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 

Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 
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・諸隈  武会員 ５月 ２日 

・横江 利夫会員 ５月１１日 

  

 

 

５月１７日「地区研修協議会の報告」 

      会長エレクト、各出席者 

  ２４日卓話 川合 貞義会員 

  ３１日例会取り止め 

 

                

 点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  櫻内 康裕ＳＡＡ 

斉  唱 「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  相模原警察署 森元 博署長 

     米山奨学生  朱 奕琳さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２６名 （Zoom1 名）20 名   １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(4/19) 

３名 ８７．５％ ９０．９１％ 

＜新米山奨学生より ご挨拶＞ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/

