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＜ビジター・ゲスト＞ 

狭山警察署長 塚本 英吉 様 
 

★＜入会式＞ 

ようこそ入間ＲＣへ！ 

職業分類:銀行 

埼玉りそな銀行入間支店  

支店長 天野 真治 様 
前任の佐藤に引き

続きロータリーに入

会させていただき御

礼申し上げます。 

私は生まれも育ち

も入曽で入間は本当

に馴染みのある地域

です。銀行業として

地域のためにという

事もありますが、ロータリアンとして会の

信念に基づいて仕事上、プライベートでも

皆様のご指導を仰ぎながら頑張って参り

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

紹介者・齋藤栄作会員 

 今回、埼玉りそな銀行入間支店長に務め

られました。いろんな経済人の集まりであ

りますロータリーですから、自分の仕事の

中でも色々なサジェスチョンをしてくれ

る仲間が、この入間ロータリーにいる事は

ありがたいと思っております。宜しくお願

いします。 

 

 

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 
6月 7日金曜日に令

和元年の「地域交流

研修会」が開催され

ます。木下 SAAより是

非今回地区の社会奉

仕部門に発表したい

との意向がありまし

たので、この機会に

「地域交流研修会」についてまとめてみま

した。 

 

発足の経緯と会の概略 

入間市内において社会奉仕という同じ方

向を向いて活動している市内 4 団体が集

まって年間 1回～2回情報交換を行う 4ク

ラブ合同会という集まりがありました。今

年も 5月 8日に開催されました。入間ロー

タリークラブ、入間南ロータリークラブ、

入間ライオンズクラブ、入間青年会議所の

4団体の合同会です。せっかく 4団体が集

まるのだから 4 団体が核となって入間市

に貢献する方法はないかと入間ロータリ

ークラブから提案し、4団体の共通の方向

である入間市の未来を担って行く子供た

ちのために何かできる事があるのではな

いかと模索し、入間ロータリークラブの発

案で「入間の子供達のために」という旗印

を掲げて入間市教育長を始めとする入間

市教育幹部と民間団体のネットワークを

構築したのが会の発足の始まりです。 
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平成 20 年 7 月 23 日に第一回全体会が

開催され 27 年度までは年間二回の全体会

開催、平成 29 年度からは全体会は年開一

度、学校区に分かれて年間 1度会が開かれ

るようになりました。令和元年 6月 7日に

開催される会で 12 年目となります。入間

市教育委員会を事務局に会長、副会長組織

を持たずネットワーク構築に重要な全体

会懇親会の万年司会と毎年開催の方向性

の調整を入間ロータリークラブの１メン

バーとして私がライフワークとして 12 年

間継続して行ってまいりました。 

当初 4 団体から始まった会は現在 19 団

体構成メンバー1300 人を超える会となっ

ています。現在も「地域で子供たちを育て

る」事を念頭に学校区に着目して活動を展

開しています。年間に 1度は全体会を開催

しその他、年間に学校区に分かれての会議

が開催されています。 

 

＜現在の参加団体＞ 

入間ロータリークラブ 

入間ライオンズクラブ 

入間南ロータリークラブ 

一般）入間青年会議所 

入間市商工会 

一般）所沢法人会入間支部 

入間市連合区長会 

入間市公民館 

入間市青少年健全育成推進協議会 

入間市社会教育委員 

入間市 PTA連合会 

入間市子供会育成連絡協議会 

入間市小・中学校評議員 

入間市スポーツ少年団 

入間市少年野球連盟 

入間少年相撲クラブ 

入間市校長会 

入間市内幼稚園・保育園・保育所 

入間市教育委員会 

 

さて、本日の卓話は狭山警察署署長、塚

本秀吉様をお招きしています。狭山警察署

に対して入間・狭山警察官友の会という団

体が組織されています。狭山入間市の経済

人が中心になって物心共に狭山警察署を

警察官を応援している会であります。私は

その会の副会長を仰せつかっています。 

多くのロータリーメンバーもその会に参

加してくれています。その会の目的が警察

官に対しての応援でありますから明確で

す。埼玉県警の中でも狭山警察署警察官一

人当たりの扱う市民の人口はとても多い

のです。彼らは市民の安全安心のために日

夜励んでくれています。会社も人も応援団

がいるというだけで頑張れるものだと思

います。正に「警察官友の会」は警察官を

心から励ますサポーターです。新しいメン

バーの中でまだ警察官友の会の会員にな

っていない方がいましたら是非入会をお

考え下さい。 

平和を願うロータリアンと共通点が多

くあるはずです。狭山警察署の活躍で安

全・安心の社会生活ができることに感謝し

て会長の時間とします。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

 

＜幹事報告＞ 豊田義継幹事   

＜報告事項＞ 

1.来週の例会は日帰り美術館となります。

参加者は集合場所・時間に遅れないよう

お願い致します。 

2.5 月 25 日(土)入間市環境まちづくり会

議総会 

3.5月のロータリーレートは 1＄＝112円 

4.ＩＭの報告書が出来上がりました。 

お持ち帰りください。 

 

●委員長報告 

<クラブ奉仕委員会〉 忽滑谷明委員長 

年度初めにガバナー方針でマイロータ

リー全員登録を希望されています。まださ

れていない方は宜しくお願い致します。 

マイロータリーについての説明と登録の

仕方を来週以降文章でお知らせいたしま

す。また、事務局の奥田さんにもご相談し

て是非とも全員登録をお願い致します。 

 

<親睦活動委員会〉 後藤健委員長 

来週の日帰り親睦旅行は 7 時半に集合

していただき、午後には山中湖にダイブし

たいと思いますので宜しくお願い致しま

す。23日の米山梅吉記念館のＨＰに、入間

ＲＣと岐阜県の可児ＲＣが来訪するとな

っていました。 
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■■■ ■■■ 

「管内治安情勢とオリンピック警備」 

狭山警察署長    塚本 英吉 様 

本日は入間ロー

タリークラブ例会

にお招きいただき

誠にありがとうご

ざいます。入間ロ

ータリークラブの

会長も務められ、

狭山入間警察官友

の会副会長でもあ

ります齋藤様から、このような機会をいた

だき、感謝申し上げます。 

 

【県内犯罪、交通事故情勢】 

埼玉県内の平成 30 年刑法犯認知件数は、

60,001 件、前年比－5.3%と減少し、平成

16 年以降 14 年連続で減少しております。 

同じく平成 30 年の交通人身事故数は、

24,123件、前年比－8. 2%と減少し、本年

も引き続き減少傾向で推移しております。 

また、本年の交通事故による死者数は 5

月 14 日現在 49 人で、前年比－28 人と大

幅に減少しておりますが、尊い命が失われ

ていることは大変残念でなりません。 

 

【狭山署管内犯罪、交通事故情勢】 

次に狭山警察署管内の犯罪情勢ですが、

平成 30年中の刑法犯認知件数は、2,119件

で、前年比－15.2％減少し、3年連続減少

しております。 

交通人身事故数は、平成30年は837件、

前年比－17.6％減少し、本年も 4月末現在

減少傾向で推移しております。なお、昨年

同時期の交還死亡事故は 3件でしたが、本

年は昨日現在 0件と喜ばしい状況です。 

 

【特殊詐欺事件】 

犯罪認知件数は減少している一方、社会

問題となっている高齢者を狙った特殊詐

欺は増加しており、狭山暑管内では昨日ま

で 37 件前年比+20 件発生し、県下の警察

署の中では最多の発生です。 

緊急対策として、駅頭での警戒、入間・

狭山両市による防災無線を通じた広報活

動等を実施しておりますが、依然として深

刻な状態にあります。なお、4月には金融

機関、コンビニからの協力による通報で、

被害を 4件防止しております。 

 

【2020 東京オリンピック】 

来年に迫っております「2020 東京オリ

ンピック」ですが、埼玉県内では、7月 25

日から 8月 8日までの 15日間、4会場で 

・バスケットボール 

(さいたまスーパーアリーナ) 

・サッカー 

(埼玉スタジアム 2002) 

・射撃 

(陸上自衛隊朝霞訓練場) 

・ゴルフ 

(霞が関カンツリー倶楽部) 

が開催されます。 
 

○世界最大のイベント 

オリンピックは世界最大のイベントで

あることから、テロの脅威にさらされます。

過去のオリンピックでは 

・1972 年ドイツミュンヘンオリンピック

イスラエル選手襲撃事件 

・1996 年アメリカアトランタオリンピッ

ク 100年記念公園爆弾 

等でテロが発生しております。 
 

○誰がテロを 

どのような者がテロを起こすかですが、 

①国際テロリストグループ 

②テロリストに共鳴する者 

(ホームグロウン・テロリズム) 

③その他テロと同様の犯罪を敢行しよう

とする者が考えられます。 
 

○爆発物によるテロ対策 

爆発物によるテロですが、日本では管理

体制が厳しいので爆発物の入手は困難で

すが、爆発物の原材料が入手でき、ある程

度の知識があれば製造可能です。最近では

昨年 8 月に愛知県の大学生が爆発物を製

造し、逮捕されています。 

県警では爆発物の原材料対策として、薬

局、ホームセンター、学校等に対し、身分

確認の徹底、保安管理の強化等をお願いし

ております。また、本年から警察犬(爆発

物探知犬)を運用して警戒に当たっており

ます。 
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○「2020東京オリンピック」に向けて 

全国の警察ではテロの未然防止及びテ

ロへの対処体制の強化を推進していると

ころです。 

具体的には 

①警察への通報体制などによる不審情報

の収集・分析 

②空港や港などにおける関連機関と連携

した水際対策 

③駅や集客施設になどソフトターゲット

における警戒警備 

④機動隊など警察総合力を生かした事態

対処 

⑤官民連携によるテロ対策(地域の皆さま

のご協力が必要) 

 

⑤の官民連携ですが、狭山警察署では平

成 28年 6月管内 25事業所からなる「狭山

警察署テロ対策彩の国ネッワーク」を設立

しました。宮民一体となった横断的なネッ

トワークの設立により、効果的なテロ対策

を推進中です。オリンピック警備の成功に

は、皆様のご協力が必要ですので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

結びに、ロータリークラブの理念では

「人進的な奉仕を行い、すべての職業にお

いて高度の道徳的水準を守ることを推奨」

とされており、まさに警察の活動を支えて

いただける組織であります。さらに会員の

皆さまは、地域における企業等のトップの

方々であり、これからも警察活動に対して、

深いご理解・ご協力を賜っていることに感

謝を申し上げます。今後とも、市民が暮ら

しやすい「安全・安心なまちづくり」に取

り組んでまいりますので、ご協力をお願い

いたします。 

 
 

 

 

 

 

✿塚本英吉署長のご紹介 

 馬路宏樹プログラム委員長 

埼玉県警察本部、総

務部 総務課次席、警備

部 危機管理課課長、警

備部 公安第二課課長

を経て、今年の 3月 14

日から狭山警察署長に

着任されました。本日

は管内治安情勢とオリンピック警備につ

いて卓話をお願い致します。 

 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

45名 24名 58.53％ ------ 

事前欠席連絡 7名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★塚本署長ようこそ入間ロータリークラ

ブへ 本日は卓話宜しくお願いします。

天野支店長入会おめでとうございます。 

「齋藤栄作君、豊田義継君、滝沢文夫君、

木下登君」 

★早退いたします。「山岸義弘君」 
 

本日\5,000   累計\842,000 

 

 

■回覧、配布物 

①入間ロータリークラブ第 1回～第 11回

定例理事会 議事録 

②ネパール奨学里親申し込み表 

③他ロータリークラブ週報＆お知らせ 

④6/27齋藤年度最終例会出欠席表 

⑤2018～2019年度 RI第 2570地区第 3Ｇ

ＩＭプログラム・報告書 

⑥入間南ＲＣ合同例会会計報告 

⑦入間クラブ週報 41号 
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