第２５９４回例会報告議事録
日時 令和元年１１月１９日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ゲ ス ト : 我孫子警察署長 田中恵司様
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
今日は我孫子警察署長の田中様に卓話をしていただきます。楽しみにしていま
す。
１１月９日
（土）
の婚活パーティーですが、依田委員長をはじめ委員会の方々、打
合せから当日のサポート等、皆様に協力していただきまして本当にありがとうござ
いました。おかげさまで８組のカップルが誕生しました。本当にお疲れ様でした。
１１月５日の理事会の報告がいくつかあります。
今年度、直前会長幹事、エレクト会長幹事、
その後、後半になりましたら、
ノミニー会長幹事も含
めて戦略委員会というものを開催したいなと考えており、
１２日に第１回の戦略委員会を行ないまし
た。その内容は理事会でかけて、後日、報告させていただきたいと思います。
地区委員会の推薦の依頼がガバナー事務所から来ていまして、締め切りが明日になっていま
す。本日、承認をいただき、我孫子クラブからは藤本会員に出ていただくことにしたいと思います。
よろしいでしょうか。
（拍手をもって承認された）
来年度はクラブの創立５５周年になります。周年行事をどうするかということですが、
５０周年の
時のように姉妹クラブや他クラブの会長幹事を呼んだりはせず、
５５周年はクラブ内のみの記念例
会にとどめるということで決定しました。
２０１９年の規定審議会の改正点で、
メーキャップの有効期限が欠席日の前後２週間だったので
すが、
その年度１年間有効になりました。
また、
１業種の人数制限が取り払われました。
皆様から、台風１５号等の災害のお見舞金が２万５千円集まりましたので、ニコニコから２万５千
円をプラスして５万円をガバナー事務所に振り込みました。

親睦委員会報告

倉持委員長
次回の親睦夜間例会は１２月２１日
（土）
にハート柏さんにてお席をご用意いたし
ました。詳細は事務局よりファックスにてご案内させていただきます。
年明けに親睦委員会を開催したいと思いますので、後ほど委員の皆様にはご
連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

出席委員会報告

２５名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
欠席者が7名

社会奉仕委員会

出席率７８.１２％

日暮会員（代理）

依田委員長
先日は婚活パーティーにご協力いただきまして、ありがとうございました。お手
元に簡単な報告書をお配りしました。
１１月９日１５時から１８時までハート柏迎賓館にて行ないました。
１人欠席され、
当日、
４８名の参加で実施いたしました。対面式のお見合いとフリータイムをやら
せていただき、ハープとフルートの生演奏で演出させていただきました。
８組のカッ
プルが成立いたしました。ありがとうございました。
個人情報の関係がありますので、
お手元の書類は大事に保管していただきたいのですが、
Ａか
らＨまで上の苗字だけ書かせていただきました。紹介者のお名前も書いてあります。
今後、
カップルが成立された方々の進捗状況を追っていただきたいと思っております。
Ａは上村会員、
Ｂは梶会員、
ＣＤは私、
Ｅは石原会員、
ＦＧを荒井会員、
Ｈは私が担当としたいと思
います。今後、
お食事された、結婚された等の報告を担当の方はお願いしたいと思います。

カップルの平均年齢は男性３３.２５歳、女性３２.０６歳で、適正年齢の方がカップルになりました。
当日のお世話係等いろいろとありがとうございました。明日、我孫子近隣センター８階の第１会議
室にて１９時から委員会を開催したいと思います。委員会のメンバーならびに参加された皆様にご
出席いただき、反省点、気づいた点等々、忌憚のないご意見をいただければと思います。それを糧
に来年もできたらと思っております。
毎年開催されている手賀沼ふれあい清掃が１２月１日
（日）
に９〜１１時に開催されます。
ロータリ
ーのメンバーは手賀沼公園の広場に８時半に集合したいと思います。
よろしくお願いいたします。

卓話

我孫子警察署長 田中恵司様

貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。
出身は千葉県の大多喜町という所で、地元の小中高を出て、昭和５５年の４月
に県警に拝命しました。当時、大量増員でかなり警察官が採用されました。
昭和５５年はどんな世相だったか調べてきました。総理大臣は大平内閣から始
まり、鈴木善幸さんの時代でした。日本の自動車の生産台数が世界一になりまし
た。ホワイトデーが初めて世界規模で行なわれたり、モスクワでオリンピックが開
催されましたが、
日本はボイコットして出ていません。たけのこ族が出たり、
ビートたけし等の漫才ブ
ームですとか、王選手がホームランの世界記録を出したりしました。
犯罪は昭和の頃からの３０年間の統計をみたところ、一番多かったのが平成１４年でした。千葉
県で１６万８千件の犯罪がありました。我孫子は３,２２０件でした。昨年が約８００件ですので、犯罪
は減少傾向です。
当時は凶悪犯罪や誘拐もありましたが、暴走族は２００台、
３００台は当たり前の時代でした。
５６年の春に松戸警察署に赴任しましたが、国道６号線等で暴走族が対立したりしてました。
松戸警察署に４年間いた後、昭和６０年１月に千葉中央警察署に行きました。
成田空港の反対闘争が激しい頃でした。赴任したその日にヘルメット等の装着物が入っている
バッグを放り投げられて、
すぐ着替えろ、
ということで成田空港に向かい、機動隊という世界に入っ
ていきました。機動隊には２年間勤務させていただきました。
成田の近くの柴山町という所に反対グループの団結小屋等があり、旗がひるがえっていました。
現在５８になりましたが、
当時２３歳だったヒヨッコの私は先輩を見ながら現場をかけずり回りました。
初めて１万人近い反対グループと対峙した時、足が自然と震えてきました。
長い時は１ヶ月近く成田の宿舎のプレハブ小屋に寝泊まりました。寝る所がない時は、
ジェラルミ
ンの楯を下に敷いて夜露を受けながら寝た時もありました。
当時、夏頃からエスカレートしてきて、
１０月２０日に２７０人逮捕した時がありました。その時、生ま
れて初めて水杯を経験させていただきました。反対集会も５０００人いて、機動隊も４、
５０００人いま
した。
昭和６０年の三里塚十字路での激しい統率でした。丸太で警視庁の部隊に突っ込んで来て負
傷者が大量に出ました。
メディアのヘリコプターもかなり飛んでいました。そういう所で、中隊長が
緊急降車と言うので何かと思ったら、紙コップが配られ、水がつがされ、
「これから現場に行く。怪
我をする者もいるかもしれないが健闘を祈る」と言われました。それが機動隊の時の一番印象に
残っていることです。
その他、刑事警察で約２４年間、勤務させていただきました。主に、千葉中央、船橋、市川、旭、八
日市場、松戸等、数所おりました。殺人強盗等の凶悪犯等の担当でした。
本部勤務も何箇所かやっているのですが、捜査一課というところで検死担当を１０年半やらせ
ていただきました。そこで、解剖立ち会いを相当やらせていただきましたが、先生方とのパイプがで
き、
なにかあれば大学の先生に相談や勉強させていただいています。
その他、平成２５年に警察庁出向を２年させていただきました。全国の銀行関係の事業所さんを
訪問させていただき、
マネロン等の対策に関わらせていただきました。
当時、
日本のマネロン対策は欧米に比べて非常に弱いということがわかりました。アメリカはマネ
ロン対策がすごいです。
平成２７年に警察庁から帰ってきて、組織犯罪対策部という所で１年間勤務させていただいたの
ですが、
自動車盗難等にも携わりました。
主に、外人と日本人がグループになっています。盗んだ後にすぐ解体して海外に輸出する形にな
っています。税関、入管と情報共有しながら対策をしています。マレーシア等の東南アジアで横に
筋が入っている車はほとんど、通称ニコイチといって、解体したものをくっつけた盗難車です。日本
の車は優秀でエンジンが高く売れます。横浜や新潟や富山から船で行って、
ドバイ、
ロシア等に転
売されているようです。
（次ページへ続く）

あと数分だそうですので、全く話は変わりますが、私の読書の話をさせて頂たいと思います。
３１歳の時に人生を変えたかなというような本との出会いがありました。八日市場警察署という
所に行き、駐在所生活を１年半やりました。越川春樹さんという有名な儒学者の方がお亡くなりに
なり、国会議員の方々をはじめ大勢の方が葬儀に来られました。その時、交通整理をして、その方
の奥様が越川春樹さんが書かれた「人間学言志録」という本をくださいました。その本を読んで大
変勉強になりました。生意気だったのが少し角が取れたり、
負けず嫌いだったのが一歩ゆずってみた
り、 一番にならなくてもいいんじゃないのみたいな、
そんな気持ちも少しめばえました。
３０代後半だったか、先輩に「日本の男子はこの３冊を読まんといかん」と言われ、司馬遼太郎の
「翔ぶが如く」
１０巻と「坂の上の雲」
８巻と、山岡荘八さんの「太平洋戦争」
１０巻を読みました。
非常に厳しかったですが読破しました。疲れましたが、非常に勉強になりました。
これに調子こいて、
北方謙三の「水滸伝」
１９巻もなんとか読みました。
東日本大震災の時に岩手県大船渡市に応援にのべ約７ヶ月間行っていたのですが、非常に強
烈な現場を見て帰ってきて、
ある時、本屋さんで「致知」という月刊誌に出会いました。
この本には
人生哲学というか、非常に苦労した方の話が載っていて、
この会の主旨にぴったりだと思います。
「致知」というところから何もいただいていませんが、非常にお薦めです。
最後に、
「電話ｄｅ詐欺」ですが、非常に流行っています。今年１０月末までに千葉県全体で１１００
件を越えて１９億円の被害です。我孫子市内では３６件で約７０００万円の被害です。年末おそらく増
えると思います。おじいちゃん、
おばあちゃんに留守電をつけるか、一旦電話を切って折り返し電話
をするようにするとかやっていただければと思います。
今月に入って我孫子市内のコンビニ約３０店舗に協力要請に回りました。残り１０店舗と金融機
関も回る予定です。
署の方に来られましたら、遠慮なくお声かけいただければありがたいと思います。今日はありがと
うございました。

閉会の言葉
木村会長
田中署長様、貴重なお話をありがとうございました。成田闘争ですとか、
マネーロンダリングとか、
もっと詳しくお聞きしたいのですが、
また何かありましたら我孫子警察署に伺って田中署長様にご
挨拶をさせていただきたいと思います。
ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
我孫子警察署署長 田中様
木村会長
貴重な卓話ありがとうございました。
荒井会員
婚活カップリング８組おめでとうございます。
小野会員
田中署長お話ありがとうございました。
上村英生会員 貴重なお話ありがとうございます。
上村文明会員 田中署長ありがとうございました。
小池会員
婚活カップル８組成立おめでとう！
佐藤雅教会員 卓話ありがとうございました。
塩毛会員
我孫子警察署長に乾杯！
澁谷会員
次回も宜しくお願い致します。
鈴木会員
田中署長お話ありがとうございました。
関根会員
カレンダーありがとうございます。
瀧日会員
我孫子署長の貴重な卓話ありがとうございました。
服部会員
息子が婚活でお世話になりました。
日暮会員
婚活パーティーおつかれさまでした。
村越会員
田中署長 卓話ありがとうございました。
柳田会員
田中署長ありがとうございました。
婚活パーティーありがとうございました。
依田会員
警察署長様ありがとうございました。
米田会員
卓話ありがとうございます。
１１／９婚活パーティーおつかれ様会 残金
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,９２９円
２２,９２９円

２２５,２２１円

今週の表紙「布佐中学校」千葉県我孫子市布佐1301番地
布佐駅から徒歩10分程度の公立中学校です。我孫子市内のベッドタウン化に伴い生徒数が急増し、1学年
6、7クラスに増えた時期もありましたが、少子化の影響を受け、現在は1学年2 、3クラスです。地域の中で地
域と共に成長する布佐中生として、多くの生徒がボランティア活動に参加しています。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

