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本日の行事予定 (2018 年 6 月 15 日) 

第 3154 回例会 

卓話担当：吉田康裕君 

講  師：津島市サッカー協会 

     幹事長 堀田 孝氏 

演  題：「ロシアワールドカップを 

100倍楽しく見る方法」 

 
先回の記録（例会） 

第 3153 回 ’18 年 6 月 8 日（金）晴れ 

卓話担当：根﨑健一君 

講  師：愛知県津島警察署長 

     警視 鈴木信明氏     

演  題：「津島警察署管内の 

治安情勢とその取り組み」 

ストレッチ体操  野尻栄一君 

ロータリーソング 「我等の生業」 

ソングリーダー  田中正明君 

会 員 総 数   66名    5月 18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   48名    MAKEUP 会 員    13名 
本日の出席率 72.73％    訂 正出席 率  95.16％ 
超 過 出 席  杦田勝彦君（名古屋東南ＲＣ） 

 

会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、講師として津島

警察の鈴木信明署長様をお

迎えしての例会です。この

地域の安心、安全の確保を

担っていただいております

署長様のお話をじっくりと

お聞きしたく、時間をいつもより長くとりました。

よろしくお願いいたします。 

先日 5 日に西尾張分区 9 クラブの会長幹事会が

行われました。今年度最後の会議でしたが、西村

ガバナー補佐が、冒頭お礼の意を込めて挨拶され、

9 クラブの会長が 1 年間の報告と共に感謝の挨拶

をいたしました。西村ガバナー補佐は、1 週間ほ

ど前まで入院してみえたそうで、顔色も少し優れ

ず、何とか本日の会議に出席できましたとのこと

でした。お聞きしましたところ、ミャンマーの名

誉領事のお役を引き受けられ、ミャンマーへたび

たび行かれる機会があり、その時に現地の水にあ

たったようだとおっしゃってみえました。最近、

津島のメンバーもアフリカとかインドとか海外へ

行かれる機会が多いようですが、ぜひ現地の水に

は気をつけていただきますようご注意申し上げま

す。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 先週 6/1 の理事会で 2 名

の方の入会が承認されま

した。則武克也さん（推

薦者は佐藤会長と猪飼）、

加東育郎さん（推薦者は、

山田勝弘君と猪飼）です。

ご異議があれば、6 月 14 日（木）までに書面

で幹事の私までご提出下さい。 

② 6/11㈪18:00～、本年度クラブ奉仕合同委員会

の打上を「魚しま」で開催。 

③ 6/12㈫18:00～、次年度第 4 回理事会が「みや

こ」で開催されます。 

④ 先週もご連絡しましたが、6/1～8/31にツシマ

ウール会館の大規模修繕工事が行われます。駐

車場が制限されており例会時にご不便をお掛

けしますが津島商工会議所駐車場をご利用下

さい。 

 
ニコボックス報告 第 3153回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事 

①卓話講師に愛知県津島警察署長の警視、鈴木信

明氏をお迎えして。②根﨑健一君、本日の卓話よ

ろしくお願いします。 

余郷利彦君 津島警察署長の鈴木様をお迎えして。 

寺田晏章君 鈴木署長をお迎えして。お話を楽し

みにしています。 
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鈴木吉男君 鈴木警察署長

殿、津島天王祭の警備よろ

しくお願いします。特別な

配慮をよろしくお願いしま

す。 

根﨑健一君 本日の卓話を

担当致します。講師に津島

警察署長の鈴木信明さんをお迎えして。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理

君、生田達一君、伊藤雅昭君、稲川明俊君、加藤

隆朗君、加藤則之君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、

中野義光君、野尻栄一君、山田勝弘君、山本達彦

君 津島警察署長の鈴木信明氏をお迎えして。 

坂井裕君 今回も写真班をさせていただきます。 

宇佐美三郎君 神谷先生にお世話になりました。 

吉田康裕君 昨日は歴代幹事会でお世話になりま

した。 

水野憲雄君、梶浦興蔵君、住田正幸君、野々山勝

也君 ウィークリーに写真が載りまして。 

浅井彦治君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：根﨑健一君 

講  師：愛知県津島警察署長 

     警視 鈴木信明氏     

演  題：「津島警察署管内の 

治安情勢とその取り組み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．津島警察署管内の犯罪発生の特徴点 

 (1)平成 29年中 

   刑法犯認知件数が 2134 件(昨年比－199 件)

であり、減少傾向にある。しかし、侵入盗被

害が 341件(昨年比＋33件)であり、特に出店

荒し被害が 71 件(昨年比＋45件)と激増した。 

 

 (2)平成 30年 1月から 4月までの間 

   刑法犯認知件数が 657 件(昨年比＋18 件)で

あり、昨年より微増しているが、窃盗犯につ

いては 393 件(昨年日－59 件)と大幅に減少

している。また、侵入盗被害が 101 件(昨年

比＋8 件)発生しており、住宅対象侵入盗(空

き巣、忍び込み、居空き)被害が 66 件(昨年

比＋22件)発生し、増加傾向にある。 

 (3)津島警察署としての対策 

   各課の垣根を越え、挙署一体となり、侵入盗

被害の多発する時間、場所における警戒活動

に従事している。自治体、ボランティアの方

との連携を図り、各種防犯キャンペーンを実

施し、また、管内における防犯カメラの増設

を促している。防犯講話、すぐメール等を通

じて、犯罪発生状況や防犯対策等を積極的に

情報発信し、地域住民に注意喚起を促して防

犯意識向上を図っている。 

 

 (4)皆様にお願いしたいこと 

   犯人検挙につなげるため、些細なことでも不

審に感じたらすぐに警察へ連絡をしてくだ

さい。防犯カメラは、現在の犯罪抑止、犯人

検挙を図るために非常に有効な手段となっ

ています。防犯カメラの増設にご協力をお願

いいたします。 

 

２．津島警察署管内の交通事故発生の特徴点 

 (1)平成 29年中 

○交通事故死者数 10名(前年比＋5名) 

    うち 65歳以上の高齢者 4名(前年比＋2名) 

   ○交通事故死傷者 1534名(前年比－121名) 

   うち 65 歳以上の高齢者 258 名(前年比－43

名) 

   ○年齢層別 高齢者が多発 

   ○当事者別 歩行者、自転車が多発 

   ○時間帯別 夜、深夜が増加 

   ○法令違反別 信号無視、歩行者妨害等、一

時不停止が増加 

 

 (2)平成 30年 1月から 4月までの間(暫定数) 

   ○1月6日にあま市内で 90歳代の高齢者が犠

牲となる交通死亡事故が発生したが、以降

の発生は現時点なし 

   ○交通事故死傷者数 498名（前年比－43名） 

    うち 65 歳以上の高齢者 97 名(前年比＋1

名） 

 

 (3)津島警察署としての対策 

   ○高齢者対策として、運転者の歩行者保護意

識を徹底するため、横断歩行者妨害等違反

の取締りを強化するほか、各種交通安全キ

ャンペーンを積極的に展開する等して自

治体、企業等による広報啓発活動を推進 
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   ○交差点対策として、信号機や横断歩道など

の真に必要な交通安全施設の整備と更新

を推進 

   ○歩行者保護対策として、悪質な交通違反に

対する取締りのみならず、軽微な違反に対

しても指導警告を徹底するほか、「ゾーン

30」路線における、可搬式自動速度取締機

を活用した最高速度違反取締りを推進 

   ○飲酒運転や無免許運転といった悪質交通

犯に対しては、原則強制捜査で対応 

   ○毎月「5」のつく日を「御用の日」として

定め、悪質交通犯検挙だけでなく、各種交

通違反検挙や犯罪抑止を目的とした、「見

せる活動」による多目的夜間検問を実施 

 

 (4)皆様にお願いしたいこと 

   ○悲惨な交通死亡事故を発生させないため

には、警察だけでの活動には限界がある。

各種会合等を通じて、会員に対し、交通事

故防止の啓発をお願いしたい。 

   ○また、警察とロータリークラブ等民間団体、

企業、自治体が緊密に連携し、街頭キャン

ペーン等を通じて交通死亡事故抑止に向

けた機運の醸成を図ってまいりたい。 

 

３．津島警察署の今後の取り組み 

 (1)強い津島警察署の更なる確立 

   ～署員一丸となった活動の更なる展開～ 

   ○「御用の日」「金曜検問」の継続実施 

   ○犯罪抑止パトロールの継続実施 

   ○各種犯罪者の徹底取締り 

   ○善良な地域住民の方々に対する防犯指導、

交通指導等の声掛けを実施 

   ○交通死亡事故抑止対策としての、高齢者、

自転車、歩行者、交差点をキーワードとし

た各種対策の実施 

 

 (2)地域住民の方々への警察活動の周知 

  ○報道機関との連携を密にし、地域住民の

方々へお知らせすべきことについて、機を

失せず広報 

  ○各種逮捕事案、振り込め詐欺の未然防止活

動、事件検挙に大きく寄与していただいた

住民の方々に対しての感謝状の贈呈等広報 

○防犯・交通安全等の各種キャンペーンの

推進 

○巡回連絡による各家庭、事業所等への訪

問、パトロール、立ち寄り警戒防犯診断

の実施 

 

 

コノハけいぶの警察クイズ 

 

Q1. 地域部の仕事にないのはどれ？ 

  ①鉄道警察 

  ②水上警察 

  ③水中警察 

 

Q2. 総務部の仕事であてはまる 

ものはどれ？ 

  ①音楽の演奏を通じた防犯や交

通安全の呼びかけ 

  ②運転免許の試験、講習 

  ③パトカーに乗ってパトロール 

 

Q3. 刑事と一緒に仕事をする動物は？ 

  ①ネコ 

  ②ウマ 

  ③イヌ 

 

Q4. 次のうち正しいものはどれ？ 

  ①女性の白バイ隊員はいない 

  ②白バイ隊員の制服は白色 

  ③自転車に乗って活動する部隊がある 

 

Q5. 生活安全部の仕事とは？ 

  ①サイバー犯罪対策 

  ②薬物・銃器対策 

  ③交通違反の取締り 

 

Q6. 災害時に活動する部隊の服の色 

  はどれ？ 

  ①青と黄 

  ②赤と緑 

  ③紫と白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.コノハじぃじ 2.コノハばぁば 3.コノハまま 

4.コノハあい  5.コノハまもる 6.コノハみらい 

愛知県警のマスコット 
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次回例会 

第 3155 回 ’18年 6 月 22 日（金） 

≪クラブアッセンブリ≫ 

※各委員会の委員長さんは、今年度 

1年間の活動報告をお願いします。 

お知らせ 

 ■親睦活動委員会(今年度) 

 と き：6月 16日(土)18：00 

 ところ：津島甲羅本店 

 

■津島ＲＣ会長杯ゴルフ会打上げ 

と き：6月 26日（火）18:00頃 

ところ：木曽路津島店 

その他：17：30にツシマウール会館から

送迎バスが出ます。 

  

 ■第 32回津島東高校ＩＡＣ例会 

  と き：6月 29日（金）16：00 

  ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

 ■役員・理事・委員長会議（今年度打上げ） 

 と き：6月 29日（金）18：30 

  ところ：今半 名古屋ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ店 

その他 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
今年度クラブ奉仕合同委員会 

 6月 11日(月)、魚しまにて今年度のクラブ奉仕

委員会の合同委員会が開催されました。年度末の

打上げということで、参加した 16名の皆さんはリ

ラックスムードで話が弾みました。お疲れ様!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このように 

伸～び伸びして、景気の

底上げをしましょう！ 
（銀行マンの体操？） 

 まだ副会長じゃ

ないんだけど、 

もう出番かよ。 

山田勝弘次年度副会長 

ソングリーダー 

田中正明君 

ストレッチ体操 

野尻栄一君 

柴田伸彦親睦活動委員 

八谷順一 

会員増強委員長 

司会 

前田昭生君 

←本日のメニューは 

 ミックスフライ定食 

 今年度中に

2名入会予

定です 

変なカップルが 

2組できちゃった(?)  
ニコＢＯＸ

の目標を達

成しました 

 向かい側の人

達、なんだか 

くどいてる 

みたいだね 


