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本日の行事予定 (2015 年 11 月 6 日) 

第 3036 回例会 

≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：ロータリー財団委員長 伊藤哲朗君 

講  師：地区ロータリー財団委員会 

職業研修チーム委員会委員長 

福田哲三君 

演  題：「ロータリー財団の今と戦略計画」 

 
先回の記録（例会） 

第 3035 回 ’15 年 10 月 23 日（金）晴れ 

卓話担当：根崎健一君 

講  師：愛知県警察本部生活安全総務課 

  地域安全対策係 平山 昇氏 

演  題：「愛知県内における 

多発犯罪の現状について」 

ストレッチ体操 大河内勝彦君 
ロータリーソング 「Ｒ・Ｏ・Ｔ・Ａ・Ｒ・Ｙ」 
ソングリーダー 伊藤 基君 
ビ ジ タ ー 猪子誠兒君（一宮ＲＣ会長） 
       桑原英寿君（一宮ＲＣ幹事） 
       後藤 眞君（あまＲＣ）  
       加藤憲治君（あまＲＣ）  
会 員 総 数 67名    10月 2日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員    13名 
本日の出席率  83.58％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告  三谷栄一君、山本達彦君、浅井彦
治君、前田昭生君、宅見康悦君、幅辰雄君、伊藤
哲朗君、田中正明君、稲垣宏高君、寺島淳一君、
篠田廣君（第 5 回役員理事委員長会議）、浅井彦
治君（第 5期ＲＬＩ2760分科会研修パートⅡ） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日は、スポンサークラブの一宮ロータリーク

ラブより猪子会長、桑原幹事が訪問されています。

ようこそ津島ロータリークラブへお出でください

ました。また、ビジターのあまロータリークラブ

の加藤君、後藤君訪問ありがとうございます。  

明日、明後日は、第 3回ワ

ールドフード＋ふれ愛フェ

スタが名古屋・栄久屋大通公

園で開催されます。特に、土

曜日午後は西尾張分区ブー

スが津島ロータリークラブ

の担当ですので、是非、たく

さんの会員の皆様のご来場

をお願いします。 

本日の挨拶ですが、家の防犯対策について話を

したいと思います。 

どろぼうがねらいやすいと思う部分を直せば、

ねらわれにくい住まいになります。どのような住

まいが、より安全なのでしょうか。家のまわりや

侵入口である玄関の扉や窓など、防犯対策を話し

たいと思います。 

『家のまわり』：家のまわりの見通しが悪いと、

どろぼうはねらいやすいと感じるようです。高い

ブロック塀は、低い格子やフェンスなどにしたほ

うが、出入り口や窓などが外から見やすくなり、

どろぼうが玄関や窓をこじ開けにくくなります。

また、塀を低目にするのは、見やすいだけではな

く、屋根や高い位置の窓に上がる足場をつくらな

いことにもつながります。庭の木も日頃からちゃ

んと手入れをして、見通しをよくしておきましょ

う。さらに庭には砂利などを敷いておくと、歩く

ときに音がするので、人に気づかれやすく、どろ

ぼうが嫌がります。また、知らない人に吠える番

犬を庭で飼っていると、あきらめるどろぼうが多

いようです。さらに、ご近所同士仲良くつきあっ

ていれば、知らない人や見慣れない人が来た場合、

「だれ？」と気になって注意します。そうした近

隣の目はどろぼうの大きなプレッシャーになり、

地域全体の防犯にたいへん効果があります。 

『出入り口』：錠を開けて、玄関から堂々と入

ってきてしまうどろぼうがかなりいるようで、カ

ギをかけておくことはもちろんのこと、錠自体も
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防犯性の高い種類を選ぶことが大切です。また、

錠はひとつだけではなく、2 つ以上つけると防犯

には効果的です。なぜかというと、開けたり壊し

たりする時間がかかればかかるほど、どろぼうが

嫌がるからです。さらに、ドアと枠の間に隙間が

あると、そこからこじ開けられるおそれがあるの

で、隙間を埋めるガードプレートというものを取

り付けるようにするとよいでしょう。玄関ドアの

横やドア自体に明かりとりためのガラス窓がある

場合は、注意が必要です。そのガラスを割って手

を入れ、中から錠を開けられてしまわないように、

割れにくいガラスにしたり、格子などを取り付け

たりするなど用心しましょう。また、ドアに郵便

受けがついている場合には、そこから手を入れら

れないよう、内側にはカバーをつけておくとよい

でしょう。住まいの出入り口には、玄関のほかに

勝手口などもあります。こうした出入り口にも玄

関と同様に、防犯性の高い錠を 2 つ以上つけてお

くと安心です。 

『ガラス窓』：1 軒の家に窓はたくさんありま

すから、つい閉め忘れの窓もあって、そこからど

ろぼうに入られるケースがあります。小さな窓や

高い位置にある窓でも、戸締まりをしっかりして

おきましょう。とはいっても、窓はどろぼうの侵

入口としてもっとも多い場所です。サッシ窓の錠

は、クレセントという単純な仕組みのものなので、

ガラスを部分的に割って手をさし入れ、簡単に開

けることができるのです。これを防止するために

は、サッシの上枠や下枠につけられる補助錠でし

っかり締めておけば、クレセントをはずしてもサ

ッシが開かずどろぼうがあきらめてしまう可能性

が大きくなります。また、ガラスそのものが簡単

に割れないように、特殊な膜をはさんだ防犯用の

合わせガラスにするとさらに効果的です。 

以上、様々な防犯対策をしていただき、安全・

安心な暮らしをお過ごしください。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日4時より津島東高校

にて第 11 回インターア

クトクラブ例会が開催

されます。 

2. 明日、明後日と名古屋

栄・久屋大通公園にて第

2760 地区事業第 3 回ワールドフード+ふれ愛

フェスタが開催されます。土曜日午後には津

島公認ゆるキャラの「つし丸君」も賑やかし

に登場します。メークアップ、現地にて承り

ます。 

3. 25日(日)、名古屋マリオットアソシアホテル

にて名古屋清須ＲＣの創立 40 周年記念祝賀

会が行われます。三谷会長、伊藤副会長に出

席していただきます。 

4. 来週30日は定款6－1により休会となります。

お間違えなきようにお願いします。 

5. 10月 30日(金)、名鉄グランドホテルにて第 1

回地区社会奉仕委員長会議が開催されます。

山田勝弘社会奉仕委員長に出席していただき

ます。 

6. 10 月 31 日(土)、ウェスティンナゴヤキャッ

スルにて 2015－16 年度地区指導者育成セミ

ナーが開催されます。浅井会長エレクト、田

中幹事エレクトに出席していただきます。 

7. 11月 1日(日）、ウェスティンナゴヤキャッス

ルにて地区大会が開催されます。「点(トモル)」

での二次会も含め、参加者の皆様はよろしく

お願いします。 

8. 次回例会 11月 6日終了後、理事会が開催され

ます。該当者の方はよろしくお願いします。 

9. 11 月 6 日(金)6 時より「魚しま」にてパスト

会長会議が開催されます。歴代会長の方々の

参加をお願いいたします。 

10. 先日皆様の御協力で拠出した鬼怒川集中豪雨

への義援金に対し、第 2820 地区(茨城県)倉沢

ガバナーより礼状が届きました。 

 
ニコボックス報告 第 3035回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

猪子誠兒会長、桑原英寿幹事

(一宮ＲＣ） 本日、津島ＲＣ

例会に出席させていただき、

ありがとうございます。お世

話になりますが、よろしくお

願いします。 

加藤憲治君(あまＲＣ） 今日

は女房が出張のため、三谷年度初めておじゃまし

ました。 

後藤眞君(あまＲＣ) 津島ＲＣの皆さんお久し振

りです。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事 

①一宮ＲＣの猪子誠兒会長、桑原英寿幹事をお迎

えして。②あまＲＣ後藤眞君、加藤憲治君をお迎

えして。③根崎健一君、本日の卓話よろしくお願

いします。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長 地区大会よろし

くお願いいたします。 

宇佐美三郎君、伊藤敬治君、伊藤哲朗君、加藤則

之君、浅井彦治君、山田勝弘君、住田正幸君、田

中正明君、伊藤基君 一宮ＲＣの猪子会長をお迎

えして。 

後藤務君、加藤則之君、伊藤哲朗君、余郷利彦君 

あまＲＣの加藤憲治君をお迎えして。 

滝川林一君 あまＲＣの加藤憲治君、後藤眞君を

お迎えして。 

根崎健一君 ①加藤則之さん、お世話になりまし

た。②本日卓話を担当します。 
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浅井賢次君 ①松崎先生に大変お世話になりまし

た。②申し訳ありませんが早退します。 

伊藤哲朗君 大阪府四條畷イオン 2F に生活雑貨

店をオープンしました。 

山田勝弘君 前回のウィークリーに写真がのって

ました。 

加藤泰一郎君 あすは満 2 才の誕生日です。但し

後期高齢者の？ 

水野憲雄君 時代祭り久しぶりによかった。でも

早く声が出るように。 

服部則仁君 卓話を楽しみにしています。 

大河内勝彦君 会場委員長のくせに 2 回も連続で

例会を休んでしまいました。また扁桃炎で稲川先

生にお世話になりました。 

佐藤雅彦君 明るく元気にガンバッてます。 

杦田勝彦君 ワールドフード＋ふれ愛フェスタに

行ってきます。 

相羽あつ子君 服部さん、退院おめでとうござい

ます。痛いの痛いの遠くのお空まで飛んで行け～

ですね。 

野々山勝也君 哲朗さんにお世話になりました。 

矢田潔君 ゴルフ 10 月例会、優勝します。 

松崎安孝君 高木さんに「たのむ」といわれました。 

幅辰雄君 10 月 24、25 日はＷＦＦが久屋大通公

園で開かれます。多くのＲＣ会員の参加をお願い

致します。 

山田章博君 ウィークリーに写真が載りまして。 

生田達一君、河西あつ子君、八谷潤一君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：根崎健一君 

講  師：愛知県警察本部生活安全総務課 

  地域安全対策係 平山 昇氏 

演  題：「愛知県内における 

多発犯罪の現状について」 

 

 

 

 

 

 

 

【平山昇氏プロフィール】 

愛知県出身(44歳) 

平成 7～13年  機動隊 

平成 13～21年 少年事件 

平成 21～26年 瀬戸警察署生活安全課課長 

平成 26～    現配置 

 

1. 自動車盗被害 

 現状 

平成 27年 8月末 1,548件(前年同期比－122

件)で、ワースト 1 位の現状が続いている。

(Ｈ20～24 ワースト 1 位、Ｈ25～27 ワー

スト 1位)。車種別では、プリウス、ランド

クルーザー、レクサスＬＳの被害が全体の

5 割弱を占める。イモビライザー装着被害

は、約 5割。 

 対策 

プラスワン対策(ハンドル・シフトレバー固

定装置等)。自動車関連窃盗情報報奨金制度

（平成 27年 10月 1 日～）ができ、自動車

関連窃盗事件の被疑者検挙に結びつく情報

提供者の情報 1 件に対し、報奨金 1 万円を

支払う。 

2. 住宅対象侵入盗被害 

 現状 

平成 27年 8月末 3,339件（前年同期比-143

件）で、8 年連続ワースト 1 位の現状が続

いている。半グレ集団が自動車を窃取し、

バールを使用し玄関ドアを破壊し、連続し

て空き巣を敢行する被害が多発。 

 対策 

防犯住宅認定制度、補助錠の普及、不在対策 

3. 特殊詐欺被害 

 現状 

平成 26 年度中、被害総額約 36 億円（過去

対抗被害、全国ワースト 6 位）。1 件あた

り過去最高被害額は 1 億 4,900 万円（架空

請求詐欺）、過去最少被害額は 1 万 4,800

万円（架空請求詐欺）。 

 県内で発生する 3 大手口 

【オレオレ詐欺】 

息子、孫、娘を装い、「会社の小切手等が

入っているカバンを失くした。会社をクビ

になってしまう。至急現金を用意して」と

の名目で騙し、第三者が現金を受け取る。

そのほか、妊娠中絶費用名目、警察官騙し

がある。 

【架空請求詐欺】 

証券会社などを装い、「あなた名義で株や

証券を買わせてほしい」との電話で、断る

ものの、「名義貸しは違法です。全財産を

没収されます」と騙し、現金を宅配便で送

付させる。 

【還付金等詐欺】 

役所を装い、「医療費の還付があります」

と騙し、スーパーやコンビニのＡＴＭに行

かせ、犯人の指示でＡＴＭを操作し、現金

を振り込ませる。 

 対策 

第三者に現金を絶対に渡さない。 

宅配便、レターパックで現金を送らない。 

相手の身分を疑う（「折り返す」と言って

確認する） 
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その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一宮ＲＣの猪子会長、桑原幹事を囲んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 第 3 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ（WFF） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 24 日(土・地区のロータリーデー）、25 日

(日・ジャパンロータリーデー)に、第 2760地区事

業の第 3 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタが、

名古屋栄・久屋大通で開催されました。両日とも

晴天で大勢の人が訪れました。 

今年度は分区のブースを設けるということで、

西尾張分区は各ＲＣが当番をつとめて一宮モーニ

ングのドリンク付ホットドッグを販売。また、ご

当地ゆるキャラにも依頼があり、「つし丸君」も会

場に登場しました。米山奨学生、インターアクト

クラブや、青少年交換学生がボランティアとして

活躍していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山学友の董宇さんも家族そろって来場。董さ

んは現在名古屋市立大学医学研究科腫瘍免疫外科

研究員として、主に乳癌のエストロゲンレセプタ

ーと内分泌療法の研究をしているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名古屋清須ロータリークラブ創立 40周年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 25 日(日)、名古屋マリオットアソシアホ

テルで名古屋清須ロータリークラブの創立 40 周

年記念講演・式典・祝宴が開催され、三谷栄一会

長と伊藤幸蔵副会長が出席しました。記念講演は

ＮＨＫアナウンサーの三宅民夫氏が日常生活での

機微等についてお話しされました。 

あまＲＣの加藤憲治君と後藤眞君 
 

 「つし丸君」

も行きます

ので、ＷＦＦ

にたくさん

参加してく

ださい。 
 

ソングリーダー

伊藤基君 
 

幅辰雄国際奉仕委員長 
 

“フリーハグ”のボランティアに頑張る青少年交換

学生。現在、地区に 10人の学生がいます。 
 

董さん一家と、犬山の 

ゆるキャラ「わん丸君」 
 

津島ＲＣの「地区補助金事業・

津島の祭検定」紹介パネル 
 

米山奨学生の 

ハンドさん 
 

つし丸君がいました。 

「はい、ポーズ」 
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10 月 29 日（木）、桑名ＣＣでゴルフ会が開催

され、10 人が参加。稲垣宏高君が優勝しました。

11月は 19日(木)に開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区大会 

 11月 1日(日)、ウェスティンナゴヤキャッスル

で地区大会が開催されました。ＪＲ東海名誉会長

の葛西敬之氏が「東海道新幹線とリニア中央新幹

線」と題して記念講演しました。 

 また、前日には次年度会長・幹事のための指導

者育成セミナーも開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山学友の董宇さんと、

今年度米山奨学生のハン

ドさんも地区大会に出席

して顔を合わせました。

日本のロータリーを介し

て、「中国とモンゴル」が

一層仲良くなりました！ 

2 人は 11 月 8 日(日)の米

山奨学生・学友合同研修会（京都方面）にも参加

する予定です。 

 
青少年交換だより 

11月 1日、青少年交換

学生の中西里緒さんから

10 月のマンスリーレ       

ポートが届きました。 

 

こんにちは。中西里緒です。 

今月はのんびりしていたようで充実した１か月で

した(*^^*)。アメリカに来て 2 か月経ちました！

もう 2か月…時間が経つのは早いですね！ 

気候は月初めは 15℃ぐらいでしたが、日が経つ

につれ寒くなってきて、最近では朝は 2、3℃の日

が多くなってきました。そして 2 週間前に雪が降

りました！ ちなみに雪は 4 月の初めくらいまで

降るそうです！！ そこまで、西に住んでいるわ

けではないのですが…！ 今月初めには綺麗な紅

葉も見ることができました。 

↓家の前から撮った向かいの山です。 

 

 

 

              

 

 

 

ファザーが試運転のため、少し

冷え込んでいる日に暖炉をつ

けてくれました！ 日本の家

には暖炉はなかったので、温か

い暖炉を見てテンションが上

がってしまいました。猫と犬も

集まってきて、みんなでほのぼ

の…💛 

お家でハロウィンのために育

てていたかぼちゃを収穫。ホストブラザーとシス

ターと私の♪一番大きいのをもらっちゃいまし

た! 弟のクロスカントリーのゲームも見に行きま

した! 雪がないのに何をするのかなと思っていた

らマラソン大会🏃2㎞を完走！ 

他には 10月といえばハロウィ

ン！ ハロウィンといえばパ

ンプキン(･・?)、ということ

で”Pumpkin Ville”に行って

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 稲垣宏高 51 44 95 20 75 

2 位 高木輝和 52 49 101 20 81 

3 位 篠田 廣 42 45 87 5 82 

 

 飲み放題

の二次会

が待ち遠

しい! 
 

↑ 

パンフレット 
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次回例会 

第 3037 回 ’15年 11 月 13 日（金） 

卓話担当：相羽あつ子君 

講  師：津島市立南小学校長 

浅井厚視氏  

演  題：「良王君と尾張津島天王祭」 

お知らせ 

■親睦活動委員会 

 と き：11月 18日（水）18：00 

 ところ：名古屋マリオットアソシアホテル 

 内 容：クリスマス家族会のための試食会 

きました。Pumpkin ville とは秋の収穫祭です！ 

小さい手のひらサイズのかぼちゃから顔二つ分ぐ

らいあるかぼちゃまで！ たくさんの種類のかぼ

ちゃやリンゴが売られていました！ クリスマス

ツリーならぬパンプキンツリーも

見つけました！ 

ちびっこに大人気のミニオンやに

こちゃんの顔がわらで作られてい

ました！ クオリティー高くて感

動！ パンプキンは見てるだけで

も、食べても癒される野菜♪ Pumpkin ville に

行った数日後に、パンプキンプディングケーキと

スイートパンプキンを作ったのですが、日本のパ

ンプキンとアメリカのパンプキンは味も柔らかさ

も水分量も違って少し失敗し

てしまいました・・・！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
先週はホストファザーと、のんびり zippo museum

に行ってきました。私の町は zippo の発祥地なの

で、町の街灯がところどころ zippo の形をしてい

ます！！ 飾られている zippo は戦時中に兵士さ

んが使っていた古いものから、偉い人、有名人が

使っていた zippo などたくさんあり、zippo のこ

とをよく知らない私でもすごく楽しめました！ 

シュレッダーにかけた zippo、犬に噛まれた zippo、

ローラー車にひかれた zippo、トラックにひかれ

た Zippo などなどいろんな理由で壊れてしまった

zippo が飾られていました！ 実際に zippo を使

って表現していることに感動！ わかりやすくて

面白かった！ 説明欄には「どんな理由で壊れた

zippo でも新しいのに無料で取り替えます」と書

いてあり、びっくりしました！ こなごなになっ

たものでも交換してくれるなんて…、太っ腹！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の方は先週、2回目の通知表が出たのですが、

ホストファザーがなくしてしまいました…！ な

んてことをーーーーー！ また、時間ができた時

にでもオフィスにいってもらってきます！ 

 

＊今月のお悩みコーナー＊（笑） 

友達が全然できないことに悩んでいます！ 早く

いっぱい友達が欲しいー！ 

＊今月のセラミックコーナー＊ 

1 か月前の私のマンスリーレポートを読んでくだ

さった方はわかると思いますが、先月セラミック

の授業で作っていたものがついに完成しました！ 

日本の有名な「あれ」とは… 

 
 

 

 

 

富士山でした！ 

とはいいつつも似ていないですよね！ もっと横

にビヨーンってなる予定だったのですが…。新し

いプロジェクトに取り組み始めましたが、始まっ

たと思ったらここから 2 か月ほど修行の日々だそ

うです！  

その他の授業は相変わらず死にもの狂いです！  

学校の「homecoming」というイベントに参加しま

した！ 2 日間に分かれているのですが、1 日目は

football とキング＆クイーンの発表で、2 日目が

ダンスでした！ football は凍えながら見まし

たが、負けてしまいました(笑)。2 日目のダンス

パーティーは 3

時間踊り続け

ました！  食

堂で行われた

のですが、時間

が経つにつれ

酸素不足に！ 

最後は山の上

で踊っている

ような気分（笑）。疲れてへとへとだったけど、

すごく楽しかったです！    (次回につづく) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


