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＜ビジター・ゲスト＞ 

狭山警察署 署長  藤井 孝雄 様 

司法･行政書士 白幡事務所 白幡 英悟 様 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 
 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 
関谷永久君   大野賢次君 

摂田順一君(喜寿) 

夫人誕生日 
上野良子様   馬路悦代様 

粕谷美代子様 

結婚記念日 

齋藤福太郎君  後藤賢治君 

宮寺成人君   滝沢文夫君 

水村雅啓君   上野弘勝君 

森田英郎君   斎藤栄作君 

関根靖郎君(金婚式) 

金婚式のお祝い 関根靖郎会員 

 見合い結婚をして 50年。お互い

に健康で、家内に感謝して旅行を

楽しみたいと思っています。 
       

喜寿のお祝い  摂田順一会員 

あと 10 日程で喜寿を迎えます。

入会して 30 数年経ちますが、今

後ともよろしくお願い致します。 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

11月はロータリー財団月間

です。私たちの目標はポリオ撲

滅です。多くの国では新規のポ

リオ感染が長いこと報告されて

いないのに、どうしてロータリ

ーはいまだにポリオ撲滅に取り組んでいるの

か、と疑問に感じている方もおられるでしょ

う。私たちはポリオの完全撲滅を誓い、まだ

その目標を遂げていないことを肝に命じる必

要があります。仕事をやり遂げ、世界中の子

供がこの病気を恐れることなく暮らせる日が

来るまで、歩みを止めてはなりません。世界

の平和は誰もが心に願うことです。私たちの

財団はこの混迷の時世に、直接働きかけるこ 

 

とのできる平和プログラムを確立するために、

ロータリー平和センターを世界の様々な地域

に設置して、平和構築に取り組んでいます。

１億 2,300万ドルという年次基金目標も、今

後も皆様からの温かいご支援を頂ければ、ま

た達成が可能です。全ロータリアンが、各自

にとって可能な限り財団を支える必要があり

ます。ロータリーは自主的な人たちによって

構成されている組織であると認識しています。

ロータリーの重要な活動の担い手は地域社会

や、訪れたこともない海外の地域社会で、恵

まれない境遇にある人々に支援の手を差し伸

べるロータリアンに他なりません。ロータリ

ーパートナー組織は、ポリオ撲滅最終戦略計

画を立て着実に成果を上げています。 

平成２７年度第２回黒須中学校区地域交流

会に出席して参りました。校舎の玄関より入

り生徒の下駄箱を見て回りましたが、靴が整

理整頓されていて気持ちがよく廊下もきれい

でした。黒須中学校では現在小中一貫教育が

行われています。武藤黒須小学校の校長先生

の説明では、小学六年生が中学校へ進学する

時に不安がありますか、との質問に 56％の子

供たちが、｢無い｣と答えていたと話されてい

ました。同校では５分前行動が実施されてお

り、生徒たちが張り切って行動していて授業

態度もとても良かったと思いました。お昼に

は給食をご馳走になりましたが、栄養のバラ

ンスを考えて作ってありとてもおいしく頂き

ました。又今問題になっている「いじめ」に

ついても無いとのことで、体力造りの運動が

活発に行われていました。 

  12月 10日(木)コンサート家族例会は、日

頃ロータリーにご協力を頂いている会員の奥

様方の為にもとコンサートを計画致しました。

昼食を取って頂きコンサートを楽しんでいた

だきたいと思います。ぜひ多数の方のご参加

をお待ちしております。 

２８９０回例会 ２０１５年 １１月 ５日（木） Vol.1８ 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

第５回定例理事会〈協議事項〉 

1.1月のプログラム 粕谷会長発表後承認 

2.入間南ＲＣ合同例会及び万燈まつり慰労例

会会計報告  西山実行委員長説明 

3.11/12例会場変更、12/10移動例会を家族例

会とする事を粕谷会長説明後承認 

〈報告事項〉 

①11/10(火)第３Ｇ職業奉仕研修会 

 豊田委員長出席予定 

②11/10(火)４クラブ合同懇親会 

 粕谷会長、忽滑谷幹事出席予定 

③11/14(土)第 33回インターアクトクラブ合

同奉仕活動 

 石川ＰＧ，後藤委員長出席予定 

④12/6(日)米山記念奨学部門第２回カウンセ

ラー会議 忽滑谷、田中会員出席予定 

クリスマス会 忽滑谷、田中、宮寺会員、

奨学生チャン出席予定 

⑤11/6(金)入間市小中一貫教育研究発表会 

会長出席予定 

⑥11/13(金)金子中学校区、11/25(水)武蔵中

学校区、向原中学校区の「地域交流研修会」

の出欠席ついては、齊藤栄作会員及び他ク

ラブと検討し決定  

入間市表彰審査委員会 粕谷会長出席予定 

⑦11/29(日)黒須中学校 神山龍一君 

 日本一を祝う会 粕谷会長出席予定 

〈お願い事項〉 

次週武蔵クラブの例会については、食事の準

備の都合上、出欠席の連絡を必ず事務局まで

お願いいたします 
 

★委員長報告 

ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

11/17(火）に第 3回ロータリー情報のオリ

エンテーションを行います。ご都合のよろし

い方は是非ご参加ください。 

プログラム委員会 木下登委員長 

1月のプログラムは、7日第 4回クラブ協議

会・各小委員長事業報告、14日田中龍夫市長

年頭所感、21日所沢税務署・中田義直署長卓

話          、28日新年会となっています。12/10日の

アミーゴでの例会は家族コンサートとなって

います。尚、本日 6時半より家庭集会を開き

ますので出席宜しくお願い致します。 

健康管理委員会 山根宏夫委員 

11/19 の例会前にインフルエンザの予防注

射を行います。事務局より FAXいたしますの

でご家族も一緒に是非、申し込んでください。

又、肺炎を甘くみないで、肺炎球菌ワクチン

を病院にて受けられる事をお勧めします。 

米山記念奨学委員会 宮寺成人委員長 

 本日、特別寄付を依頼しました時に、快く

応じていただきありがとうございました。 

会報雑誌委員会 岩崎茂委員長 

横組み３Ｐ 24 年前に RI ラビン会長、24

年前にスリランカで起きた自爆テロの悲惨な

状況を会長ご一家が体験をされ、そのことが

下地となって「世界へのプレゼントになろう」

の今年度のテーマがつけられたこと。 

現在のスリランカの平和と繁栄とは裏腹に、

世界では戦争や暴力で 5,950万人もの人々が

苦難の日々を送っているという。この文の最

後のことばに「私たちは暴力で暴力に立ち向

かうことはできない。教育、理解、そして平

和という武器もって戦うとき、私たちは真に

“世界へのプレゼント”となれるのです。」・

とても印象深い言葉です。 

横組み１９Ｐ 日韓親善会議開催 ソウル

世界大会が 2016 年６月開催に先立ってその

招致のためにこの会議が開催されたもの。韓

国で国際大会が開催は 22 年ぶりと聞いてい

ます。当クラブからも多くの会員さんこぞっ

て是非参加したいものですね。 

縦組み１３Ｐ 友愛の広場「時折聞こえる

天の声」「成長と改革」変化に対応したものだ

けが、存続が許される。強いか弱いかではな

く、対応力の大小が運命を決める。会社経営

の真髄を教えられる言葉として読みました。 

縦組み 14～15Ｐ 「ロータリーに入って本

当に良かった」出雲南 RC山本茂生ＰＧの言葉。

この一言を端的に纏めた文章がここに載って

います。このようなロータリーライフを過ご

したいものと強く感じここに紹介いたします。 
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■■■ ■■■ 
《治安情勢について》 

 狭山警察署 署長   藤井 孝雄 様 

ロータリー

クラブの皆様

には、日頃か

ら警察行政各

般にわたりま

して、深いご

理解とご協力

を賜わり、この席をお借りしまして、深く御

礼を申し上げます。又、本クラブの皆様は、

それぞれの事業、業務等を通じまして各方面

にわたり、多大な社会貢献をなされておりま

すことに心から敬意を表する次第であります。 

初めに、狭山警察署の体制などについて申

し上げます。現在、署員は約 300人であり、

署内には刑事課・交通課等 8課と駅前などに

は交番(狭山市 6・入間市６）、l 駐在所、1

派遣所があります。こうした中、入曽駅前交

番は施設の老朽化に伴い、現在の場所に建て

替えを行い、平成 28年春には新交番に生まれ

変わります。工事期間は、概ね 4カ月間とな

りこの間、入曽駅前交番を一時的に閉鎖する

事となり、ご不便をおかけしますが、近隣の

狭山台交番と武蔵藤沢駅前交番に警察官を増

強配置し、入曽駅周辺でのパトロールの強化

を図って参ります。 

さて、本県警察は多くの警察官の増員を頂い

ているところでありますが、人口負担は依然

として全国一であります。当署におきまして

も、県内屈指の高い人口負担にありますが、

地域の皆様方との連携の下、組織の総合力を

発揮しながら、増員と世代交代による大量採

用により、 非常に若い警察官が多く、現在、

若手警察官の早期育成に取り組み、皆様の信

頼に応える精強な警察づくりに努めていると

ころであります。 

次に狭山警察署管内における治安情勢です

が、本年 9 月末現在の刑法犯認知件数は、

2,278件で、前年比＋226件、率にして 11%と

増加項向にあり、とくに空き巣等の侵入盗被

害が昨年より大幅に増加している状況です。

又、強盗などの凶悪犯罪は減少しているもの、

子どもや女性を狙った痴漢等も相変わらず多

発しており、予断を許さない状況であります。 

今年も被害が多発している振り込め詐欺で

すが、10月 30日現在で 36件・被害総額約 8, 

600 万円であり、発生件数・被害額ともに若

干の減少とはなっておりますが、相変わらず

多くの高齢者が高額な被害に遭っております。

署員の総力を挙げて抑止並びに検挙対策に取

り組んでまいりますので、皆さんも自ら注意

すると共に、周りの特に高齢者に随時声掛け

をお願いいたします。又、金融機関の方がお

客様の高額な引き出しに不審を抱き、振り込

め詐欺の被害を疑って警察に通報していただ

き水際で被害を防止した事例が 41件あり、そ

の額は実に約 9,900万円にも達しており、改

めて被害防止には金融機関をはじめ、行政や

地域の皆様のご協力が必要なことを痛感して

いるところであります 。 

交通事故情勢は当署管内で今年に入り、狭

山・入間両市内で 4件ずつ、計 8件の交通死

亡事故が発生しておりまして、これは前年よ

り 3件増加しており県内ワースト 2位という

状況にあります。皆さまのカで交通安全、交

通事故 防止の輪を少しでも広げて頂きたい

と思っております。当署といたしましても、

交通取締り活動はもちろんのこと、様々な交

通事故の抑止活動、広報活動などを実施しま

して、市民の皆様方を交通事故から守ってい

くという固い決意でやって参ります。 

安全で安心なまちづくりには、皆様のご支

援やご協力がなければ、町を守っていけませ

ん。その大前提のもと、しっかりした家庭を

築きながら、市民住民を愛しながら、土地を

愛しながらしっかりした結果が残せるように

切磋琢磨して参りますので、これからも宜し

くお願い申し上げます。 

それでは、本ロータリークラブの皆様の事

業や仕事が順調に推移され、益々ご発展、ご

繁栄され、ご健勝にお過ごしなされるよう祈

念いたしまして、卓話とさせて頂きました。 
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＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 

司法書士・行政書士 白幡事務所 白幡英悟様 

今日からメンバーとして輝かしい第一歩を

踏み出して助け合い、思いやりのある精神を

持って、身を引き締めて頑張っていきたいと

思います。どうか宜しくお願い致します。 

推薦者・細淵克則会員 

 

≪１２月プログラム≫ 

 内 容 

3日 
講師卓話 入間クリーンセンター 

秋本所長「ゴミ軽減対策」 

10日 
コンサート(アミーゴ） 

出演者：ベル・ルミエール 

17日 クリスマス例会 プリーツドットアイ 

24日 会員卓話 我らの生業 豊田義継会員 

31日 
クラブ定款第6条第2節(C)により 

例会取り止め 

 

＜出席報告＞ 田中快枝委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 24名 60％ ----- 

事前欠席連絡 6名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

粕谷康彦君、木下登君～藤井署長お忙しい中

ありがとうございます 卓話宜しくお願い致

します。白幡英悟様入会おめでとう。滝沢文

夫君～藤井署長、狭山警察署警察協議会でお

世話になっています。本日の卓話聞けず残念

です。関根靖郎君～金婚式のお祝いありがと

う。摂田順一君～喜寿のお祝いありがとう。

忽滑谷明、山岸義弘君、田中快枝君～白幡さ

ん入会おめでとう ロータリーライフ楽しん

で下さい。晝間和弘君～忽滑谷幹事、西山エ

レクト、宮崎会員地区大会チャリティーゴル

フではお世話になりました。又、忽滑谷幹事

には15日に行うコンサートにご協力ありがと

う。宮崎正文君～早退いたします。 

本日\80,000 累計\348,000 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 11月号＆スペシャル号 

② ロータリーの友 11月号 

③ 米山記念奨学会レポート受付完了お知らせ 

④ RI2570地区ガバナーエレクト辞任について 

⑤ 青年会議所からの万燈まつり御礼 

⑥ 学友会ニュース 10月号 

⑦ 武蔵野音楽大学演奏会のご案内 

⑧ 国連 UNHCR協会ニュースレター第 34号 

⑨  RI2570地区第 4回オリエンテーション開催 

⑩ 11/21バリアフリー映画会 

⑪ 12/10家族コンサート例会出欠表 

⑫ 11/17第 3回 R情報勉強会出欠表 

⑬ 11/12武蔵クラブでの例会出欠表 

⑭ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑮ 入間ＲＣ週報 15,16,17号 

 

 

2015年 11月 2015年 12月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

3 火 入間航空祭   ―――未定――― 

6 金 入間市小中一貫教員研究発表会  

10 火 ４クラブ合同懇親会 

13 金 入間市表彰審査委員会  

29 日 神山龍一君の相撲日本一を祝う会 

RI2570地区 11・12月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


