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本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 

・ROTARY SONG 「四つのテスト」 

・今月の歌     「朧月夜」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・卓 話            小川  長君 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

今月の歌 

朧月夜 

     菜の花畠に 入り日薄れ 

     見わたす山の端 霞ふかし 

     春風そよふく 空を見れば 

     夕月かかりて におい淡し 

      

先週の記録 

会長挨拶      会長   屋嘉比良夫君 

 今日は 3 月 7 日です。ロータリー年度も 3 分の

2が過ぎました。余すところ4ヶ月になりました。

本年度は春日井 RC 創立 45 周年と言う事で色々

と記念事業を行って来ましたが、残る大きなイベ

ントは4月11日の45周年記念式典のみになりま

した。過ぎ行く月日は本当に早く感じます。 
早いと言えば、4 日後の 3 月 11 日は、東日本大震

災日であり、あれから 3 年になります。皆さんも

記憶に新しい事と思いますが、一瞬の内に 20,000
人に近い尊い命が奪われ、そして多くの人が被災

者となりました。色々と復興事業となると難しい

事等有るのでしょうが、当初の復興計画、目標か 
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らは、ずい分遅れている様です。一瞬の内に親、

兄妹をなくし、そして住んでいた家までなくした

震災遺児になった子供達も沢山居ます。また、仮

設住宅で3年近くも不便な生活をされている人達

の苦労を思うと心が痛みます。なにはともあれ復

興の歩みに光が射し込む部分が出てきた一方で、

被災者が息切れしたり、将来の姿を今なお決めか

ねられない人もいます。 
そんな必死に踏ん張っている被災者の皆さんに私

達ロータリアンは何が出来るのか？当時はRC も

個人も企業でも義勇金等々送りましたし、今も東

北被災地のために活動している春日井市内の2団

体への応援援助も行っています。また、復興税に

も協力しています。復興資金は有る訳です。国や

県、行政が真剣になって頭を使って働いてもらわ

なければ復興は遅れる一方です。聞く所によると

今、東北地方では建設資材等品薄で価格が高騰し

ているうえに人件費も震災前の 1.5 倍とも 2 倍と

も言われています。「これは、今は東北に限らず日

本のあちこちで見られる現象らしいです」そんな

時期に 2020 年の東京オリンピックの開催が決ま

りました。今迄以上に建設資材は高騰し人手不足

になるでしょう。時期的な事は、人為的なもので

はなく致し方ない事ですが、私は東日本の復興が

優先で有って、復興なった東北の被災地を東京五

輪に来てくれた世界の皆さんに見て頂き、日本の

国力、技術、そして日本人の頑張りを見て頂きた

いと思っています。 
 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

第 9 回理事役員会報告  
日時：2014 年 3 月 7 日（金）審議内容 
第 1 号議案：2 月一般会計報告承認の件 



第 2 号議案：消防職員表彰例会予算承認の件 

¥30,000 円 
第 3 号議案：わいわいカーニバル協賛金承認の件 

¥50,000 円 
第 4 号議案：雨にも負けずプロジェクト支援金承

認の件¥100,000 円 
上記審議事項すべて可決承認 

45 周年記念式典集合時間：15：30 プラザホテル

勝川 4F 
◎例会変更の案内 

あ ま ３月３１日(火) ３月 31 日（火)   

   ＲＣ 花見夜間友愛例会の為 

名古屋アイリス ３月２６日(水) ３月２７日（木)18:00 

   ＲＣ 親睦例会の為 シュコーベ 

 
出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58 名 欠 18 名 出席率 81.3%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.5%

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君  
○夏目春日井警察署長をお迎えして。 

屋嘉比良夫君 
○夏目警察署長の卓話を楽しみにしています。 

近藤 太門君  宅間 秀順君 
○３月より我が社も新年度を迎えました。 

社本 太郎君 
○今日も平穏無事参加できる喜びで。 

青山 博徳君 
○卓話を聞く喜びで。 
足立 治夫君  浅井 瀧治君  伊藤 一裕君  

太田 弘道君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君  

亀谷 鉦一君  加藤久仁明君  加藤  茂君  

風岡 保広君  貴田 永克君  北  健司君    

清水  勲君  芝田 貴之君  杉山 孝明君    

杤本 正樹君  峠 テル子君  名畑  豊君  

中川  健君  長谷川英輝君  林  憲正君  

速水 敬志君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

古屋 義夫君  森田  誠君  松尾 隆徳君    

山田  治君  山田 倫章君  和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 

 
卓話        春日井警察署長 夏目 佳明氏 

警察行政の近況 

 ただ今、ご紹介いただきました春日井警察署長

の夏目でございます。春日井ロータリークラブの

皆様方には、日頃から警察行政の各般に渡り格別

のご理解とご支援をいただき大変ありがとうござ

います。また、本日は当署員３名に感謝状をいた

だき、大変ありがとうございました。日頃の活動

の励みになったものと思います。重ねてお礼を申

し上げます。 

 私の方からは、春日井市内の「最近の治安情勢」

についてご説明いたします。 

まず、犯罪情勢でありますが、昨年中の愛知県

下の刑法犯認知件数は９６，８３９件で前年比－

８，１４５件、率にして７．８%の減少で、平成４

年以来２１年振りに１０万件を下回りました。一

方、春日井市内における刑法犯認知件数につきま

しては４，１２３件で前年比－１３７件、率にし

て３．２%減少して、過去１０年で最も少ない数と

なっております。 

ちなみに、過去、最も刑法犯認知件数が多かった

のは平成１５年で、県下では２２万５，７０６件、

春日井市では９，１３９件でありました。 その

当時と比べますと犯罪は減少しており半数以下と

なっております。とは言いましても春日井警察署

管内の刑法犯認知件数につきましては、県下４５

警察署の中で豊田署、中署についで３番目に多い

数となっておりまして、本年は更なる減少を目指

してまいります。 

つぎに昨年の春日井市内の犯罪の特徴について

であります。 

まず、「自転車盗」でありますが、相変わらず多

発をしておりまして、認知件数は９３７件で前年

比＋３９件、率にして４．３%の増加となっており

まして、２位の中署に９８件の差を付けて県下ワ

ースト１となっております。今年に入りましてか

らも多発傾向は続いておりまして、１月末現在に

おける認知件数は、６１件で県下で最も多い数と

なっております。 

昨年中の被害の特徴でありますが、警察では自転

車盗防止のために鍵を二つ付けるツーロックをお

願いしているところでありますが、届け出のあっ

た被害のうち約６割が無施錠で被害に遭っており

ます。また、被害者の約６割が小学校から大学ま

での学生でありまして、発生場所につきましても、

ＪＲ春日井駅をはじめとする鉄道の駅やイオン春

日井店などの大型商業施設の駐輪場に加えまし

て、約３分の１は、市内全域の自宅アパート、マ

ンション等の駐輪場での被害となっております。

また、一般住宅の敷地内においても１３０件被害

に遭っております。 

このため、本年に入りましてから春日井市内１５

カ所すべての中学校始業式に署員が出向いて、自

転車盗難防止の講話を実施しているところであり

ます。 

また、最近、愛知県自転車モーター商協同組合が

自転車利用者の鍵かけ促進のため、県警広報大使

の「ＳＫＥ４８」のキーホルダー９万個を作成し

て、県警と自転車盗難防止キャンペーンを実施し

ております。キーホルダーには人気アイドルグル

ープ「ＳＫＥ４８」の顔写真と「カギをおいてい

かないで」の文字やＬＥＤライトも付いておりま



 

卓話   夏目春日井警察署長 

 

 

３月９日春日井市ポイ捨てフン害防止活動に 

参加した面々 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あしながおじさんへ（山田 治） 
ハーリーン・リンガロ 

 
この奨学金制度を受け

る機会を与えてくださっ

て、本当に嬉しく感謝の

気持ちでいっぱいです。 
私はハーリーン・リン

ガロといいます。私は

1999 年の 11 月 29 日生

まれで、年は 14 歳です。私の家族の生活状況は

あまりいいものではありません。たくさんの問題

がありますが解決できないのです。お父さんは運

転手をしていますが、私達の生活に十分なお給料

をもらえません。私達の日々の食糧、学校に通う

交通費、時には学校で課題に取り組むためにも費

用が色々かかり、お金が足らないのです。それで

も私を愛してくれる家族に勇気づけられます。私

が今一番しなくてはならない事は、学校で勉強し

て家族を幸せにすることです。 
私の趣味は、たまにバドミントンをすること、

テレビを見ることと、歌うことです。私は気取ら

ない素朴な性格です。私の一番の味方は家族です

が、やはりたくさんの問題を抱えています。私の

一番好きな教科は国語で、嫌いな教科は数学です。 
  
毎年クリスマスと新年には、家族がもっと健康

で幸せになれるように神様にお祈りします。毎週

日曜日も家族一緒に教会に行って、いつの日か問

題が解決するようにお祈りするのです。本当にあ

りがとうございます。 
 
        ハーリーン・リンガロより 
名畑 豊 （奨学生 No.3：Bernadette Mitra） 
 
おじさん、こんにちは。いい日ですね。私は早く

学校に行くために朝早く起きます。もちろん、学

校に行く前には両親、特にお母さんに学校へ行く

許可をもらうようにしています。そうすれば、私

のことを心配しないですみますからね。学校に着

いたらまず、授業を受ける前に私たちは神様にお

祈りをしなければいけません。また、私は自分た

ちの身の回りを清潔に保つために、担当している

場所を掃除することも忘れません。時間に余裕が

あるときは、私は友達とおしゃべりをして過ごし

ています。学校が終わった後は、家に帰ります。

少し休憩した後、掃除など家のお手伝いをしたり、

時には家族とテレビを見たりしています。夜にな

ると、寝る前には忘れずに神様にお祈りをしてい

ます。 
 私が今 1 番望んでいることは、たくさんの賞を



受賞して、そして良い成績で学校を卒業すること

です。将来は教師になりたいと思っています。そ

うすれば、私は自分のすべての知識を子供たちに

分け与えることができるからです。現在私の両親

は、私の学校で食べ物を売っています。両親はさ

まざまな種類のパンを作っています。両親は私の

学校生活を支えるために、お互い助け合っていま

す。私の 1 番上のお兄さんは、私たち家族の水道

料金を支払う為に働いています。他の兄弟たちは

まだ学校で勉強をしています。マニラに住んでい

るお姉さんもまた、私たちの生活を助けるために

働いています。私の友達についてですが、私たち

は仲良くやっています。友達は私のクラスメイト

と近所に住んでいる子たちです。彼女たちもまた、

私の学校での活動に対してとても協力的です。彼

女たちとは、一緒に楽しんだり、悩みを相談した

り、毎日の出来事について話したりしています。 
 フィリピン国民として、私は国に貢献できるこ

とがあります。まず、法律を守ること、そして学

校の先生とアドバイザーを尊敬することです。日

本について、私はとても規律ある人々が住んでい

る美しい国だと思います。あしながおじさんにつ

いては、人々の手助けをすることを望んでいると

ても素晴らしい人だと思っています。おじさんは、

人々を助けることを 1 番の目標にしている慈善家

だと思います。 
 先月、ここセブ市は寒かったです。夜寝るとき

には毎日ブランケットが 2 枚も必要なくらい寒か

ったです。朝にはもちろんジャケットを着る必要

がありました。私はギターを弾く練習と、オート

バイに乗る練習をしています。オートバイに乗る

練習をする時には、クラスメイトであり友達でも

ある子にオートバイを貸してもらっています。彼

女は私にオートバイの乗り方や、バランスのとり

方を教えてくれました。そして私は、オートバイ

に乗ることが簡単ではないということがわかりま

した。 
 私は頂いた奨学金をとても注意深く、そして正

しく使いました。学校の授業料を支払い、学校で

必要なものや、私が取り組んでいるプロジェクト

をより良いものにする為に必要なものを買いまし

た。私は英語の教科書や百科事典などを読んでい

ます。また、ときどき詩集や小説も読んだりしま

す。わたしは「名探偵コナン」や「ドラえもん」

といった日本のアニメが好きです。学校の成績に

ついてですが、いくつかの教科では成績が上がり

ましたが、ほかの教科は下がってしまいました。

しかし全科目の 80％は成績が上がりました。学校

で取り組んでいるプロジェクトについては、私の

友達や学校の活動について書いた時の通りです。

私が楽しいと思うことは、ラブソングを歌ったり、

ダンスをしたり、神様にお供え物をしたりするこ

とです。また、友達や家族と一緒に週末を過ごす

ことも好きです。 
 私はあしながおじさんに巡り合えたことをとて

も感謝しています。私はおじさんが、私が大学を

卒業するまで、私の勉強をサポートして下さるこ

とを願っています。いつかおじさんにお会いした

いと思っています。 
それでは、お体にお気をつけて。そして、神様の

ご加護がありますように！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



して、ファンには中々の人気のようであります。 

つづいて「侵入盗」でありますが、手口としては

「空き巣」「忍込み」「出店荒し」などで、件数

は５４９件で前年比－４５件、率にして７．６％

の減少となっております。減少したものの県下で

は２番目に多い数となっておりますし、平成２４

年には県下ワースト１であった「空き巣」などが

減少する中で、「忍込み」が５５件発生し、前年

比＋３８件、率にしますと２２３．５％の大幅な

増加となっております。 

この「忍込み」と言う手口につきましては、“夜

間家人等の就寝時に住宅の屋内に侵入して、金品

を窃取するもの”でありますが、家人が目を覚ま

したり、出会したりしますと居直り強盗や殺人事

件などの凶悪事件につながる恐れの高い犯罪であ

ります。 

「侵入盗」の抑止には、防犯性能の高い建物部品

を使ってガードすることが効果的であります。侵

入した犯人に調査したところ、侵入に５分以上か

かると大半は他の家を狙うとの結果がありまし

て、様々な侵入攻撃に対して５分間以上防御する

ことのできる部品が防犯性能の高い建物部品とし

て警察庁などから認定されております。これらの

部品には、アルファベットの「ＣＰ」(ｸﾗｲﾑ･ﾌﾟﾘﾍﾞ

ｼｮﾝ＝犯罪防止の略)マークが付いておりまして、

ホームセンター等でも購入が可能となっておりま

す。ちなみに、警察署、交番等では販売しており

ませんのでご注意下さい。 

また、防犯カメラの設置につきまし色々な機会に

お願いしているところでありますが、防犯カメラ

を設置することによりまして、“犯罪を抑止効

果”や“地域住民の安心感を高める効果”、さら

には“映像を捜査に活用して被疑者を検挙し、新

たな犯罪を起こさせなくする効果”など極めて高

い効果が期待されるものであります。 

春日井市におきましては、平成２５年度から防犯

カメラの設置補助金制度(年間 200 万円)が始まっ

ておりまして、各地区における更なる設置が促進

されることを期待しております。加えて、各家庭

や事業所への設置についてもお願いしてまいりた

いと考えております。 

つぎに「自動車関連窃盗」でありますが、手口と

しましては「部品ねらい」「車上ねらい」「自動

車盗」でありますが、件数は８３２件で前年比－

３３件、率にしますと３．８％の減少となってお

りますが、こちらも県下で２番目に多い数となっ

ております。 

うち「自動車盗」につきましては、１３６件発生

しておりますが、トヨタ車の人気が高く、７１％

がトヨタ車でありまして、そのうち３２％がラン

ドクルーザー、１７％がプリウス、１２％がセル

シオ、５％がハイエースとなっております。これ

らの車を所有している方は、十分注意していただ

くようお願いします。 

また、「部品ねらい」でありますが、これは“自

動車、船等に取り付けてある部品、付属品を窃取

する”犯罪となりますが、件数としては３３２件

で前年比＋２０件、率にして６．４％の増加とな

っておりまして、被害品としましては、ナンバー

プレートが３６％、カーナビが３４％とこの二つ

で７０％を占めております。ナンバープレートに

つきましては、盗難車両に取り付けて、空き巣な

どの犯行に使用するケースも多く、カーナビにつ

いては、純正のものが狙われております。 

「自動車関連窃盗」への対策としましては、“ナ

ンバープレートやカーナビ盗難防止ねじの取り付

け”や“警報装置、タイヤロック等の設置”ある

いは“防犯カメラやセンサーライトの設置”など

が効果的であります。春日井市の場合、東名高速、

名二環などのインターがあるほか、１９号をはじ

めとする幹線国道もあり交通アクセスが良いこと

から、犯行後、逃走がしやすい地域でありますの

で、是非とも対策を取っていただくようお願いい

たします。 

犯罪の関係では、もう一点「振り込め詐欺」につ

いてお話します。昨年中、愛知県下における認知

件数は、２８３件で被害金額は、９億４，３７３

万７，２７５円となっております。春日井市内で

は、１２件で、被害金額は２，１１５万９，０３

７円となっておりますが、詐欺の予兆電話は数え

切れないほど、あちこちに架かっております。警

察官や銀行協会を語り“あなたの口座が犯罪に使

われているので、すぐにお金を引き出して”等と

語り、引き出した現金を自宅まで受け取りに来る

手口が多発しております。「風邪をひいた、電話

番号が変わった」「あなたの口座が犯罪に使われ

た」「還付金手続きをＡＴＭで」「代わりに社債、

株取引を申し込んで」等のセリフが出たら要注意

であります。また、警察官が預金等を引き出すよ

うに指示することは絶対にありません。 

警察では、銀行、郵便局等の金融機関の協力を得

ながら、ＡＴＭで不審な動きのある高齢者の方に

は声かけなどをしておりますが、最近では、犯人

側が係員のいないコンビニ等のＡＴＭへ誘導して

携帯電話越しに機械操作をさせておりまして、更

なる注意が必要であります。 

いずれにしましても大金を移動する際には、一人

で判断するのではなく、ご家族等に一言話をして

いただようにすることが、振り込め詐欺の防止に

つながるものと考えております。 

 つづいて、交通事故情勢でありますが、昨年中

の愛知県下の交通事故発生状況につきましては、

交通事故死者数が２１９人、前年比－１６人、人

身事故件数は４８，９４８件、前年比－７０３件



で負傷者数は６１，０８５人、前年比－７２６人

でありまして、いずれも減少したものの、死者数

は１１年連続で全国ワースト１位という結果であ

りました。 

一方、春日井市内につきましては、死者数が１０

人、前年比±０、人身事故件数は２，２４２件、

前年比－２６件、負傷者数は、２，８３９人、前

年比－１５人で人身、物損事故を合わせた交通事

故総数は１１，２７７件、前年比－９４件と一応

減少はしたものの、一日約３１件の交通事故が発

生しております。 

また、昨年は年初より死亡事故が多発しまして、

半年を過ぎた時点で９人が亡くなると言った異常

事態でありました。その後の半年をなんとか１人

に抑止して、前年と同数となったものの、重傷事

故件数は５８件で前年比＋１０件と増加するな

ど、大変厳しい１年でありました。 

昨年の市内における死亡事故の特徴を見てみます

と、“被害者の７０％が６５歳以上の高齢者”で

ありました。県下の高齢者率が５３．９％であり

ましたので、これと比較してもかなり高いものと

なっております。 

また、“被害者の７０％が、歩行中、あるいはバ

イク、原付乗車中と言った状況”でありますし、

“発生場所の道路形状も単路が約６７％”となっ

ております。 

こうしたことから、運転手の皆さんには、車を運

転する際には、運転に集中し、しっかり前方を確

認し、交通弱者である歩行者を保護する気持ちを

持っていただくよう交通安全意識の高揚を図ると

ともに、今年も高齢者対策に力を入れて進めてい

く必要があると思っております。 

高齢者の事故について見てみますと、死傷者多発

学区としましては、篠木学区が３１人と最も多く、

つづいて勝川学区２２人、柏原学区１９人となっ

ております。また、死傷者多発路線としましては、

国道１９号の４３人が最も多く、県道内津勝川線

および県道春日井一宮線の２２人となっておりま

す。ただ、高齢者の死亡事故が多いのは、高齢者

の人身事故が多いわけではなく、衝撃に対して弱

くなっていることが窺えます。 昨年の春日井市

内の死傷者数２，８３９人のうち死者数は１０人

ですので、致死率は０．３５％となりますが、高

齢者の死傷者数は３６４人で、そのうち亡くなっ

た方は７人、致死率は１．９２％と、その危険性

は５．５倍となっております。高齢者の場合は、

小さな衝撃でも大きなダメージを受けることか

ら、接触したり転倒させないよう、より注意が必

要であります。 

    今年に入りまして、春日井市内では、１月４

日国道１９号において自転車乗車中の方が追突さ

れて亡くなると言った愛知県内第１号となる死亡

事故が発生をしております。１月中の交通事故総

数は、８５３件で前年比－３３件、その内訳とし

ましては、人身事故が－１件、物損事故が－３２

件と一応減少しておりまして、交通事故死者数に

つきましては、昨年が多発したこともありまして

１月末時点で前年比－３人となっております。 

ただ、死亡事故としての件数には入っておりませ

んが、２月１７日午後１０時４５分ころ、上田楽

町交差点において出会い頭の事故が発生し、重体

となった運転手の方がその後亡くなると言った事

故も発生しております。これから益々、気候も暖

かくなり、高齢者の屋外での活動が増えたり、こ

ども達も春休みとなるなど一層事故防止を図って

いかなければならないと思っております。 

また、昨年の死亡事故多発を受けまして、交通機

動隊や自動車警ら隊等の本部応援をいただき、交

通事故に直結するような交通違反を重点とした取

り締まりを強化しておりまして、今年も最も人身

事故の多発している国道１９号を中心に継続して

まいります。 

いずれにいたしましても、事件事故の発生が１件

でも減少するよう、署員一丸となって「安心して

暮らせる安全な春日井市」の確立を図ってまいり

ますので、引き続き皆様方のご理解ご支援をいた

だきますようお願い申し上げまして、私の講話と

させていただきます。 
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