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	 会長　田中丸善弥
　皆さん、今日は。先週は五
月晴れの好季節でしたが、そ
ろそろ梅雨の季節に入る気配
も出て来る頃となりました。
　今月は、二十四節気の小満

（しょうまん・6/6〜6/20頃）です。「万物が
満ち溢れ草木が繁る」という意味があるそ
うです。
　先週18日㈬には増本一也会長エレクトに
より2016〜2017年度大委員会も開催され、
いよいよロータリーの新しい年度の計画も
整って参りました。会員一同で更に会の発
展に繋がりますよう私からも、ご理解、ご
支援をお願いします。
　来る6月5日㈰に金沢にて第5回日台ロータ
リー親善会議が開催されます。これに福田
会員、芹野幹事共々参加して参ります。と
いうことで、同日実施の市民大清掃には残
念ながら参加できませんが、ロータリー奉仕
プロジェクト委員会の遠田大委員長、社会奉
仕委員会の皆様にはどうぞ宜しくお願い致
します。その他、5/21㈯〜5/22㈰にRYLA
が長崎の日吉青年の家で2日間にわたり開
催されました。そして、RACのボウリング
例会も5/28㈯に予定されております。尚、
ロータリー国際大会（韓国ソウル）が5/29㈰
〜31㈫開催されます。委員会のメンバーの
方には其々最後まで宜しくお願いします。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　長崎県佐世保警察署長
　　　　　　　　警視正　森田　英孝 様
◯ビジター
　佐世保南RC　  　　　　池内　章雄さん

 幹事　芹野　隆英
１．大村ロータリークラブ
　週報No.34〜37が届いております。

２．2015-2016年度ガバナーエレクト
	 	㟢永　　剛さん
　　インターアクト地区委員長
	 奥村　　豊さん
　　ホストクラブ会長エレクト
	 	本田　清秀さん（諫早北RC）
　�2016-2017年度インターアクト年次大会の
ご案内

　期日／平成28年7月30日㈯〜7月31日㈰
　メイン会場（開･閉会式、分科会）／
　　　　諫早文化会館（諫早市宇都町9-2）
　宿泊施設／L&Lホテル センリュウ 他分散
　登録料／ロータリアン（1名につき）
　　　　　15,000円

　　インターアクトクラブ顧問教師（1名につき）
　　　　　8,000円
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会　長　挨　拶 例 会 記 録

幹 事 報 告



	 親睦活動委員会　筒井　和彦
○結婚記念月のお祝い
　円田　三郎・幸子　さん ご夫妻（3日）
　田中　信孝・さと子さん ご夫妻（7日）
　大久保利博・美香　さん ご夫妻（9日）
　木村　公康・智里　さん ご夫妻（23日）

	 親睦活動委員会　西村　一芳
山縣　義道さん、納所　佳民さん
富永　雅弘さん、円田　浩司さん
石田　謙二さん、梅村　良輔さん
松本　由昭さん、中村　徳裕さん
　長崎県佐世保警察署長 警視正 森田英孝様
の卓話に期待して

田中丸善弥会長
　中川先生、退院おめでとうございます。

円田　三郎さん、大久保利博さん
木村　公康さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

　　　　インターアクター（1名につき）
　　　　8,000円
　　　　提唱クラブ協力金（1クラブにつき）
　　　　70,000円
　登録締切日／平成28年6月24日㈮

３．佐世保学園
　①意見発表会の賞品等について（依頼）
　② 2015-2016年 意見発表会の実施内容に

ついて（連絡）

４．日本赤十字社長崎県支部佐世保市地区
	 	地区長　朝長　則男	様
　 赤十字事業（活動資金）への協力について
（お願い）

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　5月22日㈰、ローターアクト
クラブのライラに私一人行って
まいりました。長崎の日吉青
年の家という大変遠くまで行
って来ました。基調講演で
は、TDLのオリエンタルランドの元社員 福島
さんの話で、私は一度聴いた事がありまし
たが、あらためて社員教育のすばらしさを
聴くことが出来ました。その後、長崎国際
大ローターアクトの学生を長崎駅まで送り、
帰りました。5月28日㈯ ローターアクトボウ
リング例会を予定しております。例会後の
食事の場所が変更になっています。

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
「空き缶回収キャンペーン」参加のお願い
　日時／平成28年6月5日㈰
　　　　午前9時から

（雨天の場合は6月12日㈰に延期)

　集合／午前8時50分
　場所／名切中央公園 
　　　　（噴水前集合）
　当日参加も受け付けます。よろしくお願
いします。
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ニコニコボックス 本日合計 　12,000 円

 累　　計 878,000 円

◇

慶　　　祝

ニコニコボックス

委員会報告



	 指揮　井手　孝邦

「花の街」合唱 
　　　　　　作詞：江間　章子
　　　　　　作曲：團　伊玖磨

第二次世界大戦後、ラジオ番組に
より日本全国に広がり、終戦後の
明るさや平和の象徴として人々に
知られ、歌い継がれてきた楽曲。
日本の音楽の教科書によく載っており、授業や合唱
コンクールなどで歌われ、2006年（平成18年）に「日
本の歌百選」に選定された。

『犯罪の現状と対策について』

　佐世保警察署長
　　警視正　森田　英孝	様

　皆様方には平素から警察業務各般にわた
り、深いご理解とご協力を賜っております
ことに厚くお礼申しあげます。
　本日は犯罪の現状と対策についてお話し
たいと思います。

　まず、犯罪情勢についてですが、長崎県
の刑法犯認知件数（警察に届け出があった
刑法犯罪）は、過去35年間では、平成15年
がピークとなる1万4,454件でした。
　その後、様々な対策に取り組んだ結果、
その翌年から12年連続して減少し、昨年（平
成27年）は、4,965件となり、対策が一定の
効果を挙げているものと考えています。

　しかしながら、佐世保市内では過去、痛ま
しい事件が発生しています。また、最近では
特殊詐欺が社会問題となるなど、決して治安
は良くなったと感じられないと思います。
　なぜなら、新たな犯罪が脅威となってい
るからです。警察は総力を挙げて対策を推
進しており、その主な概要を説明します。

　一つ目はサイバー犯罪です。インターネ
ットが国民生活や社会経済活動に不可欠な
社会基盤として定着し、今や、サイバー空
間は国民の日常生活の一部となっていま
す。こうした中、インターネットバンキング
に係る不正送金事犯等のサイバー犯罪が多
発しているほか、サイバーテロやサイバーイ
ンテリジェンスといったサイバー攻撃が世界
的規模で頻発している状況にあります。
　警察ではこのようなサイバー犯罪空間を
めぐる脅威の情勢を的確に見定め、適切な
対応を講じていくこととしています。

　二つ目は組織犯罪です。警察ではこれま
で、暴力団対策、薬物銃器対策、国際組織
犯罪対策及び犯罪収益対策を一元的に所掌
する体制を整備し、総合的な組織犯罪対策
を推進してきました。
　他方で、犯罪組織は警察による取り締ま
りを逃れつつ、より巧妙かつ効率的に経済
的利益を得るためにその活動を変化させて
います。
　特に暴力団は、経済・社会の発展等に対
応して資金獲得活動を多様化させてきてお
り、その活動を不透明化・巧妙化させてい
ます。
　警察では犯罪組織の弱体化・壊滅を進め
るため、戦略的な組織犯罪対策を推進する
ほか、関係機関等との連携を強化してまい
ります。

　三つ目は国際テロです。平成26年は世界
各地でテロ事件が相次いで発生するなど、
イスラム過激派によるテロの脅威は依然と
して高い状況にあります。
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卓　　話

歌の時間
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クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：田口　恵介）

　日本国内における国際テロの脅威が現実
のものとなっている中、2020年東京オリン
ピック･パラリンピック競技大会の開催まで
に、テロ対策を強力に推進してまいります。

　以上ですが、佐世保ロータリークラブの今
後益々のご発展と、会員皆様のご健勝、ご
活躍を祈念いたしまして卓話を終わります。

以上

＊6月  例会卓話者予定＊ 

６月８日 佐世保市保健所長 濱㟢　直孝 様

６月15日 佐世保市市民生活部
 人権男女共同参画課
 佐世保市男女共同参画推進センター
 「スピカ」センター長 竹口奈保美 様

６月22日 クラブ協議会

６月29日 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／6月21日㈫　15:45〜 
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／6月9日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／6月23日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

長崎国際大学ローターアクトクラブ例会
2016年5月26日㈭　長崎国際大学にて

第37回 RYLA
2016年5月21日㈯・22日㈰　　日吉青年の家(長崎)にて

坂本　敏会員による卓話

RYLAに参加した長崎国際大学RACメンバー
（左から）牟田真衣奈 幹事、原　菜那未 さん
　　　　　松永　優衣 さん、小田　香純 副幹事


