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※出席報告
会員数
３１名

出席者数
２６名

出席率
80.76 ％

前回修正
100 ％

会長の時間
益子伸明会長
『ＲＩ会長からのメッセージ』
イアン H.S.ライズリー
2017-18 年度会長 2018 年 04 月
オレゴン州ポートランドで開催
された 1990 ロータリー国際大会で、当時のパウロ・コ
スタ会長エレクトは、「今こそ、ロータリーは声をあげ、
リーダーシップを発揮し、すべてのロータリアンに自然
資源を守るための名誉ある聖戦へ参加するよう促す
べきです」とロータリアンに語りかけました。
「われらの天体 地球の保全」というロータリーの取り
組みを立ち上げることを宣言し、木を植え、空気や水
質をきれいに保ち、未来の世代の地球を守るため、
環境問題を奉仕活動に組み込むようロータリアンに呼
びかけました。
コスタ会長エレクトは、当時のロータリー会員全員に、
ひとり一本、全部で 110 万本の木を植えようと呼びか
けました。ロータリアンはいつも通り、会長エレクトの呼
びかけを上回る結果を出しました。そのロータリー年
度末までに 3500 万本近い数の木を植えたのです。こ
のとき植えられた木の多くは、今日でも二酸化炭素を
吸収し、酸素を生み出し、大気を冷やし、土壌の質を
良くし、鳥や動物、昆虫の生息地と食糧を提供し、ほ
かにもさまざまな形で環境に貢献し続けていることで
しょう。一方で、残念ながらロータリー全体としては環

例会の記録

境問題への取り組みを前進させてきませんでした。
そのため、今年度が始まったとき、会員一人ひとりが
少なくとも一本は植樹するようにと、パウロ・コスタさん
の例にならって呼び掛けました。私の狙いは、120 万
本（またはそれ以上）の木がもたらしてくれる数多くの
利点を超えたところにあります。植樹をすることで、ロ
ータリーがふたたび取り組むべき地球の現状という問
題に、ロータリアンが関心を新たにしてくれることを願
っているのです。
環境問題は重点分野のすべてに深く関係しており、
ロータリーが無視するわけにはいかない問題です。公
害は世界中の人びとの健康を害しています。都市部
の住民の 80％以上が安全ではない空気を吸ってお
り、低中所得国では 98％にものぼります。この状況が
続けば、2050 年までに海洋中には魚よりも大量のプ
ラスチックが含まれることになります。また、気温の上
昇を示す記録は数多くあります。1880 年から 2015 年
で、世界の年平均気温は摂氏 1.1 度上昇しました。こ
の変化が人間によるものであるかどうか、また、この傾
向がそのまま続けばどれほど莫大な経済的影響、生
活への影響が生じるかということは、科学者が論じるま
でもありません。行動を起こす必要はこれまでになく
高まっています。そして、真の変化をもたらすロータリ
ーの力も。
潘基文（パン・ギムン）前国連事務総長が言うように、
「地球の代わりになる代替惑星はないのだから、代替
策もありえない」のです。この惑星を守るのは私たち
みんなの仕事、変化をもたらすのはロータリアンみん
なの仕事です。
インドネシア バリの惨状
以前のバリ島を代表する
観光スポット、クタビーチの
プラスチックごみによる海
洋汚染の現状と取り組み
について。

幹事報告

浜野幹事

・『ロータリーの森奉仕活動参加のお願いについて』
・『新会員研修セミナー開催のご案内』
・『第４２期日豪青年相互訪問報告卓話について』
・『ロータリーボイスに第 2570 地区の「高校生社会体
験活動」が紹介されました。ウェブ上で一票を投じ
ることが出来ますので宜しくお願い致します。』
・例会変更 新所沢 RC 飯能 RC 所沢中央 RC
・受贈会報 入間南 RC 所沢 RC

｢外来卓話｣･････
狭山警察署 署長
角田 敏夫 様
本日は「狭山中央ロータリーク
ラブ例会」にお招きいただき、誠
にありがとうございます。
狭山警察署長の角田でございま
す。本年３月２３日付で第二方面
本部の副本部長から狭山警察署署長として着任して
参りました。今後共宜しくお願い致します。
この度は、ロータリークラブの会長も務められ、狭山
警察署友の会の元会長でもありました吉松様からこの
ような機会を頂き、感謝申し上げます。
３月２３日の着任にあたり、署員には「初心を忘れな
い」ということ、そして「当たり前のことを当たり前にや
り、市民の皆様が住みやすい、市民のための活動を
実践していくこと」を指示いたしまして、署員と共に一
丸となり市民の皆様の安全で安心して暮らせるまちづ
くりを目指してまいります。
本日は、埼玉県内そして狭山警察署管内の犯罪情
勢や交通事故情勢につきましてお話しをさせていた
だきます。
はじめに、県内の犯罪情勢についてお話しっせて
いただきます。
犯罪の発生状況として平成２９年中の刑法犯認知
件数は 63,383 件で、前年と比較して 6,073 件、8.7％
減少し、最多であった平成１６年の 181,350 件をピー
クに以降１３年連続で減少し、最多時の約３分の１で
昭和後期の水準にまで回復しており、本年も引き続き
減少傾向で推移しております。
その一方、高齢者を狙った特殊詐欺は昨年に引き
続き多発しており、３月末現在３２５件で、前年に比べ
６９件、27.0％の大幅な増加となっており、憂慮すべき
状況であります。
また、交通人身事故件数は、平成２９年中は 26,276
件で前年と比較して 1,540 件、5.5％減少し、７年連
続の減少となり、本年も３月末現在では 5,853 件で、
前年と比較して７２９件、11.1％減少となっております
が、一方、交通事故による死者数は４月１６日現在で
既に６２人で、昨年同期と比べ人数では９人増加し、
多くの尊い命が失われている状況であり、大変残念
ではありますが、現在全国ワースト１位の状況となって
おります。

次に、狭山警察署の管内犯罪情勢ですが、平成２９
年中の刑法犯認知件数は 2,501 件で、前年と比較し
て２８７件、10.3％減少しており、県と同様に平成１６年
の 6,851 件をピークに１３年連続減少している状況で
あります。しかしながら、本年は３月末現在の数値で、
前年比では約 2％と微増しており、これは幼稚園や保
育園の送迎時の車上狙いが増加していることや、侵
入窃盗が増加していることが要因であり、現在、抑止・
検挙に向けて鋭意取り組んでいるところであります。
続いて、当署の状況の中で、特殊詐欺と交通事故
防止に特化してお話しをさせていただきます。
特殊詐欺については、平成２９年中の発生認知件
数は３２件で、前年対比マイナス１２件と大幅な減少
傾向を示しましたが、本年に入り、３月末現在で１１件
発生しており、既に昨年同期比では５件増加している
状況であります。
主な手口としてはオレオレ、還付金、融資保証、架
空請求となっておりますが、当署管内の主な被害手
口の傾向としては、１１件すべてがオレオレ詐欺の被
害であり、そのうちキャッシュカードを交付して暗証番
号を教えてしまう被害が７件発生しておりますので、
警察、弁護士、市役所、銀行協会、デパート、金融庁
等がキャッシュカードを預かることはありませんので、
このような電話は騙されることのないよう注意喚起をお
願いします。
また、交通死亡事故については平成２９年中は８件
で、前年比プラス１件と微増でありましたが、本年に入
ってから１月に２件、２月に１件で、３月末現在、既に３
件発生しており、前年同期比プラス２件という状況で
あります。
本年の特徴としては、高齢者の運転中の事故であ
ったり、高齢者が歩行中または自転車走行中の被害
であったりと、高齢者に関係する交通事故の割合が
高くなっております。
振り込め詐欺防止については現在も実施中でありま
すが、パトカーや交番の放送設備による注意喚起や
市役所に依頼しての防災無線の広報の実施を行って
おり、時には県警のヘリコプターにる空からの放送を
実施して、市民の皆様が殊詐欺に遭わないよう注意
を促しております。
検挙に関しては「騙された振り作戦」が犯人検挙の
近道につながると考えております。
「騙された振り作戦」とは、その名の通り、犯人からの
「振り込め詐欺」の電話を、市民の皆さんに騙された
振りをしていただき、警察と連携して犯人を検挙する
捜査手法であります。
これには市民の皆様からの協力が不可欠であり、この
ような捜査に対してのご理解とご協力をお願い致しま
す。また、現在でも現金の手交や振り込み等も多数発
生しており、こういった場合には最後の砦として金融
機関やコンビニ店での声掛けによる被害防止が非常
に有効であり、管内で昨年は４０件、9,200 万円の水
際防止があり、今年も既に１２件、1,500 万円の被害を
水際で防止していただいております。皆様方も金融
機関やコンビニ等に行かれることも多々あるかと思い

ますので、是非その際には多額の現金を下ろそうとし
たり、何度も引き落としをしているような高齢者の方を
見かけましたらお声掛けをしていただき、被害防止に
ご協力をいただくよう宜しくお願い致します。
交通死亡事故に関しては、２月末には知事による交
通死亡事故多発非常事態宣言も発令されました。
埼玉県では、高齢者の交通事故死者数が、全死者
数の 54.5％を占め、また、死亡事故の第一当事者に
おいても、高齢者の割合は 33.3％と最も高くなってい
ます。
高齢者対策としては、高齢者に加齢による身体機
能の変化の自覚に基づく交通行動について理解を
求めることが肝要であり、また、交通事故の被害者に
ならないために、夜間における反射材の確実な着用
を促進していく広報啓発活動を推進していきたいと思
います。
高齢者の運転対策としては、各家庭や様々な活動団
体等において運転適性相談や運転免許証の自主返
納制度を周知し、今後の運転についての話し合いを
促しております。
また、子供を交通事故から守る活動についても重点
を置き、子供の学齢に応じた交通ルールを修得でき
るよう、保護者、学校、幼稚園等とも連携した交通安
全教育を推進して参りたいと思います。
おわりに、皆様の狭山中央ロータリークラブは、本年
度で創立２５周年を迎えられると聞いております。その
ような記念すべき年に、卓話の機械を与えられたこと
に対し、改めて感謝を申し上げます。
ロータリークラブ（国際）は２００以上の国と 33,000 の
クラブを擁し、会員数は約１２０万人以上という歴史の
ある素晴らしい組織であります。
また、その理念は人道的な奉仕を行い、すべての職
業において高度の道徳水準を守ることを奨励されて
おり、まさに我々警察の活動を支えてくれている組織
であります。
さらに、会員の方々は地域におけるトップの方々であ
り、これまでも警察活動に対しまして深いご理解をい
ただき、多大なご支援・ご協力を賜っていることに、こ
の場をお借りして厚く御礼申し上げます。
当署もこの度の人事異動により新体制となり、署員も
一新したところではありますが、昨年度と同様、市民
の皆様が安心して暮らせるまちづくりのため、署員一
丸となって取り組んでまいりますので、今後ともさらな
るご支援・ご協力をお願いをさせていただくとともに、
狭山中央ロータリークラブの益々のご発展と、ご列席
の皆様のご健勝を祈念いたしまして卓話とさせていた
だきます。
ご清聴を感謝申し上げます。

益子君 狭山警察署長 角田敏夫様、本日の卓話宜
しくお願いします。
浜野君 狭山警察署長 角田敏夫様、ようこそお越し
下さいました。本日の卓話楽しみにしていま
した。宜しくお願い致します。
江原君 狭山警察署署長、警視でいらっしゃる角田
敏夫様、本日のお話しを楽しみにしておりま
した。宜しくお願い致します。
稲見君 狭山警察署署長 角田敏夫様、ようこそ狭山
中央ＲＣへお出で下さいました。今日のお
話し楽しみにしていました。宜しくお願いし
ます。
松浦君 狭山警察署長 角田敏夫様、本日はお忙し
い中、有難うございます。宜しくお願い致し
ます。
守屋君 ９０歳の記念品、有難く頂戴致しました。近頃
は捨てるものばかりだと思っていましたので
頂くものがあるとは気が付きませんでした。
佐藤君 本日の外来卓話、狭山警察署警視 角田敏
夫様、宜しくお願い致します。
清水君 本日のお客様、狭山警察署警視 角田敏夫
様、お忙しい中お越し頂きまして有難うござ
います。宜しくお願い致します。
会員誕生
夫人誕生
結婚記念

江原君 田中君
益子君
柴田君 田端君

◆次の例会
５月１日（火） 例会休会（定款 8-1-C）
５月８日（火）
第二副 SAA ： 野口会員 沼崎会員
会員卓話
： 小林奈保絵 会員

