
平成25年は132万件
　　 長崎県： 昭和30年の28,566件が最多
　　　　　　平成25年は7,318件

  ⑵ 交通事故死者数の推移
　　 全　国： 昭和45年の16,765人が最多
　　　　　　平成25年は4,373人
　　 長崎県： 昭和45年の160人が最多
　　　　　　平成25年は47人

４．犯罪等の抑止に向けた取り組み
  ⑴ 犯罪が起きにくい社会づくりの推進
　 　その1は、重層的な防犯ネットワークの

整備であり、地方公共団体、地域住民、
事業者等による防犯ネットワークを整備
し、防犯・交通安全情報等の提供及び警
察への通報等に相互活用。

　 　その2は、社会の規範意識の向上と絆の
強化であり、地域ぐるみによる少年の規
範意識の向上、防犯ボランティア活動の
活性化等により、地域の安全は自分たち
で守るとの意識を高め、犯罪を許さない
気運の醸成。

  ⑵ 交通死亡事故抑止対策の推進
　 　その1は、高齢者の交通死亡事故抑止対

策であり、老人会の会合、福祉施設等へ
直接出向いての交通安全教育や高齢者宅
を訪問しての安全指導等の実施、高齢者
に対する街頭での保護誘導、広報啓発活
動等の推進。

『犯罪情勢等と
　警察の取り組みについて』

　佐世保警察署
　　署長　坂谷　朝男	様

１．警察制度の沿革
　昭和29年7月1日に、現行警察法が施行さ
れた。当時の長崎県警察本部長は、「第1点
は、不偏不党、その中立性を維持すること
に努力されなければならない。第2点は、民
衆に接する態度や、接遇に注意し、細かい
点にまで十分気を配ってもらいたい。第3点
は、誠心誠意を以て仕事に励み、能率を挙
げるようにすること。第4点は、時世の流れ
を知り管内の実情を十分に把握すること。」
との所感を表明。

２．長崎県警察の組織
　県知事の所轄の下に長崎県公安委員会が
置かれ、長崎県公安委員会の管理の下に長
崎県警察が設けられている。警察本部に、
警務部、生活安全部、刑事部、交通部、警
備部及び警察学校、県内に23の警察署が置
かれ、下部機構として、73の交番と127の駐
在所がある。　

３．犯罪及び交通事故等の情勢
  ⑴ 刑法犯認知件数の推移
　　 全　国： 平成14年の285万件が最多　　
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が増加を続け、総人口に占める割合が平成
32年には33％、平成52年には39％にも達す
ると推計されるなど、本格的な高齢社会を
迎えつつある。高齢者が安全で安心して暮
らせる社会づくりに向けた総合的な高齢社
会対策を推進していく必要がある。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　佐世保警察署　署長 坂谷　朝男 様
◯佐世保南RC 太田　博道さん
　佐世保西RC 岩崎　邦臣さん
 野田　　強さん

	 会長　円田　　昭
　本日は坂谷佐世保警察署長
を卓話にお迎えしておりま
す。署長に於かれましては、
ご多忙の中、まことにありが
とうございます。
　皆さまご存知の通り佐世保で大変悲しい
事件が発生しました。
　佐世保ロータリークラブでも、青少年の健
全育成に関心を寄せ、活動を続けておりま
す。この様なことが起こった事は残念であ
り無念であります。
　また、我々大人の責任が大きい事を再認
識し、ロータリークラブとして効果的な青少
年奉仕活動を続けて参りたいと考えます。

〔報告事項〕
◦ 本日、持ち回り理事会にて、佐藤 淳会員

の退会と古賀久貴さんの入会を承認いた
しました。

◦ 23日に、長崎国際大学ローターアクトクラ
ブの新会員の皆さんとロータリークラブ会
員との交流会を、ホテルローレライで開催
し参加致しました。
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　 　その2は、飲酒運転の根絶対策であり、
飲食店街を中心とした警戒活動、検問等
による飲酒運転取り締まり、事業所等に
おける飲酒運転根絶宣言など県民全体の
規範意識の高揚。

 　 　その3は、脇見・ぼんやり運転防止対策
であり、運転者に緊張感を持たせるため
交差点等における街頭監視活動、パトカ
ーによる警ら活動の強化等を行うととも
に、各種広報媒体を活用した広報啓発、
交通安全教育の推進。

５．警察職員への教養
　⑴  服務の宣誓（職員の服務の宣誓に関する

条例　長崎県条例第4号）
『私は日本国憲法及び法律を忠実に擁護
し、命令及び条例を遵守し、地方自治
の本旨を体しいやしくも警察職務に優
先してその規律に従うべきことを要求
する団体または組織に加入せず何もの
にもとらわれず、何ものをも恐れず、
何ものをも憎まず、良心に従い、不偏
不党且つ公平中正に警察職務の遂行に
当たることを固く誓います。』との宣誓
を行っている。

　⑵ 警察職員への教育訓練
　 　警察では、警察学校及び警察署等の職

場において、適正に職務を執行するため
の知識、判断力、実務能力を培うための
教育を行うとともに、第一線現場におい
て制圧・逮捕等の職務執行を的確に遂行
するための柔道、剣道、逮捕術、けん銃
等の訓練を行っている。

　 　新たに採用された警察職員は、都道府
県警察学校に入校し、職責の自覚、使命
感を培い、職務の遂行に必要な基礎的な
知識及び技能を習得させるための教育訓
練を行うとともに、昇任試験に合格した
者は、階級毎に教育訓練を受けて行く。

６．総合的な高齢社会対策の推進
　本県においては、65歳以上の高齢者人口

例 会 記 録

会 長 報 告
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	 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2014年8月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（現行102円）です。

２．国際ロータリー日本事務局　財団室
　「NEWS 2014年8月号」が届いております。

３．第2740地区　社会奉仕委員長
	 	坂井　智照さん
　社会奉仕事業アンケートご協力依頼

４．ロータリー情報研究会　編集者
　　大西　省司さん（福知山西南RC）
　　片岡　暎子さん（川口西RC）
　　杉田　　博さん（日本ロータリーEクラブ2650）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　他
　ロータリー情報冊子のご案内
　① ロータリーへのお誘い 150円
　②今日からロータリアン 400円
　③ これだけは知っておきたい「ロータリ

ーの基礎」 600円
　④ロータリー財団ハンドブック 800円
　⑤ ロータリー情報ハンドブック（用語とロ

ータリー資料集）3,000円
　 ご希望の方は事務局までお申し込みくだ

さい。

５．地区ローターアクト	代表	吉井　将平さん
　　長崎北ローターアクトクラブ会長
	 	立石　健悟さん
　 第2740地区ローターアクト平和活動の
　ご案内
　　日時／2014年8月9日㈯
　　　　　10:00〜 受付開始
　　　　　10:30〜 開会　　13:00〜 昼食
　　　　　15:00〜 閉会
　　場所／長崎バスターミナルホテル
　　登録料／1,500円

６．ハイスクール茶会実行委員会
　　大会委員長（長崎国際大学学長）	
	 安部　直樹	様
　平成26年度 ハイスクール茶会ご協賛のお礼

ローターアクト委員会	 委員長　増本　一也

佐世保RCと長崎国際大学
ローターアクトクラブの交流会
開催のご報告

　　日時／平成26年7月23日㈬
　　　　　18:30より
　　会場／ホテルローレライ

　長崎国際大学RACとの交流会を開催致し
ましたので、ご報告致します。
　佐世保RCからは、円田昭会長を始め、石
井正剛直前会長、安部直樹パストガバナ
ー、福田金治パスト会長、大久保利博青少
年委員長、髙瀨宏滋副幹事、又、ローター
アクト委員会からは、大神吉史副委員長、
吉田英樹委員、そして私の9名が参加。長崎
国際大学RACからは、顧問の塚原先生、田
浦麗美会長、瀧浪幹事等、14名が参加。全
員で23名の交流会でした。
　ローターアクトの新会員が増えたので、彼
らとの交流を図った方が良いのではないか
と福田金治さんからアドバイスを受け、ホ
テルローレライで開催致しました。学生達
は、福田さんがご招待されましたので、私
たちは実費負担でした。2時間ほどの交流会
でしたが、大変楽しく有意義な時間が過ご
せたと思います。
　最後の方は、円田昭会長の独演会の感も
あり時間が足りなかった様でしたが、アク
トの学生達も大変満足して、感謝しており
ました。
　 本 日 配 布 し て お り ま す お 手 元 の 週 報

（No.4）にも、その時の記念写真を掲載して
おりますので、皆さんご覧ください。

佐藤　　淳さん
　この度、東京・八王子に移る
ことになりました。皆様のあ
たたかい友情に感謝します。

幹 事 報 告 委員会報告

退 会 挨 拶



　2年前入会させていただき、出席だけはし
たいと努めてきました。ロータリー生活の
中で、たくさんの思い出をつくることがで
きました。
　ありがとうございました。
　

	 親睦活動委員会　前田　文智さん
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、佐々木秀也さん
橘髙　克和さん、円田　浩司さん
梅村　良輔さん
　佐世保警察署長、坂谷様の卓話にニコニ
コします。

佐世保西RC　岩崎　邦臣さん
　久しぶりにメークアップさせていただき
ます。本日は、佐世保西RC新入会員 第一生
命佐世保支社長 野田強君と同行させていた
だきました。今後共よろしくお願いいたし
ます。

佐世保南RC　太田　博道さん
　毎度おなじみの太田です。8月はホームク
ラブの例会に参加できそうなので、来週か
らはしばらく失礼します。

佐藤　　淳さん
　佐世保での2年間を終え、東京へ戻ること
となりました。
　人生初のロータリアンは、全てが新鮮で意
義深いものでした。
　小野口 元ロータリアンのように、常務と
なって戻ることは難しいのですが、プライベ
ートで必ずまた佐世保へ遊びに来ます。
　本当にありがとうございました。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　12,000 円

 累　　計 161,000 円

◇

＊8月  例会予定＊

 8月13日　指定休会

 8月20日 マットサイエンスインストラクター・
 オリーブオイルマスターソムリエ
  渡邉美喜子 様

 8月27日　2014ミス・ユニバース・ジャパン代表
  辻　　恵子 様
　　　　　　　　　　　　　 （長崎国際大学生）

（今週の担当　松瀬　茂雄）
（カメラ担当　山口　剛史）


