
識字率向上月間

３月２２日（金） ３月２９日（金） ４月５日（金） ４月１２日（金）

卓話 夜間例会 18 時～ 理事役員会 11：30 花見例会１２：３０

春日井市長 ホテルプラザ勝川 卓話 ロータリーの森

例

会
予

定 伊藤 太氏 祝福 ガールスカウト

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「おお牧場は緑」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・春日井消防署職員表彰

・卓 話 春日井副消防長 落合 義之氏

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

おお牧場は緑

おお牧場はみどり 草の海 風が吹く

おお牧場はみどり よく茂ったものだホイ

雪がとけて川となって 山を下り谷を走る

野を横ぎり畑うるおし 呼びかけるよわたしに

先週の記録

会長挨拶 副会長 社本 太郎君

先月末に南三陸町へ友人と行ってきました。震災

以来一度は行ってみたいと思っていました。

花巻空港から釜石、大船渡、気仙沼を経由して

南三陸町までドライブしました。

瓦礫はほぼ片付いていましたが、津波の被災地

には家を建てられず、仮設住宅住まい、店舗も仮

設店舗がほとんどで復興はまだまだ本格的には手

つかずのようでした。

今年に入って町に見える方がめっきり減ってき

たようで、町に来てお金を落としていただける方

２０１３年３月１５日（金）第２１３０回（３月第３例会）

は貴重なようです。その意味でも行ってきてよか

ったと思いました。

今日は春日井警察署のみなさんの表彰というこ

とで、少し町の防災について述べさせていただき

たいと思います。

私はこの勝川駅近くの商店街で理事長をやらさ

せていただいてますが、私たちの商店街の中心テ

ナントであるフランテさんが建設中の折に、町の

照明が少なくなり夜は周辺が暗くて、サラリーマ

ンの方が高校生くらいの集団にかっぱらいにあう

という事件がありました。

また、街路灯の建て替えの折にも、夕方道が暗

くてある女性がひったくりにあうという事件があ

りました。

フランテさんがオープンし街路灯が完成してか

らはそのような事件が起きてないところをみると

町の照明、特に街路灯がいかに重要かがわかりま

した。

今回自民党の補正予算で商店街にも補助金が出

ましたので、我々の商店街もその補助金を利用し

て防犯カメラの設置を計画しています。

もちろん犯罪の取り締まりには警察の皆さんの

活躍がぜひとも必要ですが、われわれ住民、特に

商店主も町の安全確保には重要であると認識して

います。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

：地区より東北被災高校生支援組合わせの連絡が

ありました。

宮古市立第二中学校 現在在学の女生徒でＡ．Ｅ

さんです。当クラブと名古屋空港、名古屋城北さ

ん３クラブで支援します。

２０１３年３月１６日（土）の［ＰＥＴＳ］にて

説明があるとのことです。その時、色紙が配布さ



れます。Ａ．Ｅさんに会員の寄せ書きをします。

：第２６回海外派遣研修実施における参加費負担

の変更になります。

参加金額 （２７０，０００／人）

個人負担額 ９０，０００／一人

提唱 RC 負担額 ９０，０００／一人

地区負担額 ９０，０００／一人

：中部名古屋みらいＲＣより例会日の変更の連絡

がありました。

毎週金曜日 19：30 ⇒ 毎週水曜日 19：30：平

成２５年 航空自衛隊小牧基地 観桜会の案内

出席者は名畑会長、社本副会長

日時 平成２５年４月６日（土）14：00～16：00

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 ３月２６日 (火) ３月２６日(火) １２：３０

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

小 牧 ３月２７日 (水) ３月２７日(水) １２：３０

ＲＣ 夜間例会の為トヨタ博物館

名古屋千種 ３月２６日 (火) ３月２６日(火)

ＲＣ 通常例会に変更の為東急ホテル

◎例会休会のお知らせ

○名古屋空港ＲＣ ３月１８日（月）は休会

○一宮ＲＣ ３月２１日（木）は休会

○名古屋みなとＲＣ ３月２２日（金）は休会

○名古屋東ＲＣ ３月２５日（月）は休会

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 22 名 出席率73.8%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○警察署の皆さんお忙しい中有難うございます。

近藤 太門君

○春日井警察署のみなさんをお迎えして。

社本 太郎君

○警察署の皆さんご苦労さんです。

場々大刀雄君

○来週３月１５日（金）ザ・モール春日井 開店

します。よろしくお願いします。伊藤 純君

○春日井警察署の皆さんご多忙の中有難うござい

ます。卓話楽しみにしています。

足立 治夫君 伊藤 一裕君 亀谷 鉦一君

加藤久仁明君 加藤 茂君 風岡 保広君

河村 哲也君 加藤 宗生君 貴田 永克君

志水ひろみ君 清水 勲君 高橋 理江君

宅間 秀順君 峠 テルコ君 成瀬 浩康君

林 鑛三君 林 憲正君 蓮野 美廣君

古屋 義夫君 屋嘉比良夫君 山田 治君

和田 了司君 大畑 一久君

卓話 春日井警察署長 折 小 野 裕 之氏

「春日井市の治安情勢について」

春日井市内の最近の犯罪情勢と交通事故情勢に

ついてお話させていただきます。

まず、犯罪情勢でありますが、昨年１年間に春

日井市内で発生した犯罪で警察が認知しました総

数は 4,260 件ありました。この数は、前年と比較

とすると約 520 件減少し、率にしますと約 11％の

減少でありました。全体的には減少しましたが、

犯罪の中で全体の７０％以上を占める窃盗犯の中

で自転車盗やオートバイ盗が増加し、特にオート

バイ盗については、約 40％増という大幅な増加で

ありました。

オートバイ盗が多発している地域としては、

たかくら
高 座、神領、中央台、

いわ
岩

なり
成

だい
台 、出川の

各小学校区であります。ほとんどの被害は原付ク

ラスのバイクで、検挙した犯人は暴走族絡みの少

年達が多いでした。

昨年末から今年１月にかけて、高蔵寺方面に住

む中学性を含む暴走族少年らを数名逮捕しました

ので、今は若干静まった感はありますが、少年院

に入ってもすぐに出てきますし、また、予備軍的

な少年も沢山おり、毎年新たな犯罪集団が出てき

ますので、終わりなき戦いといった状態でありま

す。

警察と少年との関わりにおいては、「健全育成」

という大きなテーマがある一方で、犯罪の低年齢

化が進んでいるため、「もっと非行少年に厳しく

対応してほしい」という市民の声があります。こ

うした声は、正に警察への要望あるいは期待と受

け止め、少年の事件を取り扱う場合は、本人の非

行歴や生活ぶり、保護者の監護能力などを考慮し、

必要と認めれば、たとえ中学生であっても逮捕し

ております。

犯罪情勢の話に戻りますが、春日井市内では、

自転車盗やオートバイ盗が増加したほか、住宅に

侵入する空き巣が多発していることも特徴であり

ます。昨年は空き巣の認知件数が 327 件で、県下

に 46 ある警察署の中でワースト１でありました。

空き巣被害は、市内のほぼ全域で発生しており、

その約８割が窓ガラスのカギの部分を割られて侵

入されています。

これを防止するには、窓ガラスに防犯フィルム

を貼ったり、補助錠を設置するなど、侵入するま

でに時間がかかり犯人があきらめるような対策や、

センサーライトや防犯カメラを設置するなど、外

から一目で防犯対策をしていることがわかり、犯

人から狙われにくくする対策を講じることで効果

があると思われますので市民の皆様には、防犯指

導や広報を続けております。

その一方で、警察では犯人逮捕に向けて強力に



フィリピンセブ島の小学校水洗トイレの工

事状況（２０１３年２月末現在）

「１」トイレ内部・工事中屋根が除々にできています。

内部はコンクリート

「２」トイレの屋根の工事

やねはパネルになります。

「３」トイレ外観

「４」中央には、日本・フィリピンんの国旗、

ロータリーのマークが入る予定

「５」トイレタイル貼り

内部の壁と床はタイル張り

「６」便器も全て揃う値上がりしそうなので

一括購入

奨学生からの手紙

あしながおじさん 清水 勲

私を奨学資金を受けられる幸運な生徒の 1 人に

して下さり、とても感謝しています。

これは、私達にとても大きな助けになります。

私の両親は、学校にお金を払うときや、学習課題

のために何かを買うお金が必要なときに、どこで

お金を借りるかという心配をもうする必要はあり

ません。

そして、それはあなたの優しさのおかげです。大

変ありがとうございます。

ところで、パパ、私はアンジェリカ・プエルトで

す。

私は、1998 年 8 月 30 日に生まれました。

私達は、お金持ちではありません。私のママは、

スーパーのレジ係で、パパはただの販売員です。

両親の収入は、私達の 1 ヶ月の生活費に十分では



ありません。なぜなら、まだ払っているたくさん

のローンがあるからです。それで、友達からお金

を借りがちです。

私の趣味は、読書とバトミントンをすることで、

私は、赤ん坊の弟を忙しくないときは、いつでも

世話をします。

私は、流れに合わせる人間です。私は、他人の問

題に口出しが得意です。そして、人が問題を解決

するのを手伝います。でも、それが私の問題にな

るときはいつでも、私はただそこに、とどまって

いるだけです。解決策を考えることさえしないで、

思っているだけです。

でも、もっといい私になれるようにします。

学校の科目となると、いつでも少し英語が得意だ

と言えます。でも、成績は今度の試験でさがって

しまいました。発表とグループレポートがうまく

いかなかったので。

私が嫌いな科目は、フィリピンの歴史科目です。

なぜなら、たくさんの名前、国々、日付などを覚

えなければならないからです。

でもいいことに、私の席次はまだよくて、それに

上がってもいるんです。

2 番目の足長おじさん、どうか私達のような人を

支援することを、嫌にならないで下さい。

そして、いつも自分自身を大切にして下さい。

敬具

（春日井警察署員表彰）一柳公介氏

安藤元光氏 吉田ひとみ氏

卓話 春日井警察署長 折小野裕之氏

挨拶 社本太郎副会長


