週 報

2019～2020 年度
ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー
ＲＩのテーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』
地区のテーマ 『未来へつなぐ 変える』ガバナー 鈴木秀憲

国際ロータリー
第２５７０地区

［第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

〔例会場〕狭山東武サロン入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511
〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX
所沢(火)、新所沢
04-2952-2366
(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)
HP： https://www.schuohrc.org
E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp
会長 東 美栄
会長ｴﾚｸﾄ
副会長 佐々木康
幹事 菊田邦彦

[ 第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1229 回
点
鐘
合
唱
第２副ＳＡＡ

(

9 月 10 日)

東美栄会長
四つのテスト
守屋会員 野口会員

※出席報告
会員数
30 名

例会の記録

出席者数
24 名

出席率
85.71 ％

前回修正
-

会長の時間

東 美栄 会長
『水の惑星で水不足』
「世の中のためにいいことをしよう！」がモットー
のロータリークラブ。重点分野は 6 つ。本日は
その 3 番目「水と衛生」をテーマにお話ししま
す。

安全な水と衛生設備の利用はすべての人がもつべき
権利です。「権利」ですが、実際には蛇口から水の出
る国は限られています。多くの国では「水汲み労働」
が行われ、その従事者はほとんどが女の子です。毎
日毎日、水源までの遠い道のりを何往復もします。そ
のため学校へも通えず、教育を受ける機会を失ってし
まいます。また水汲みルートはだいたい決まっている
ため道の途中には不心得者が待ち伏せしていること
もあります。水汲み労働は常に危険と隣り合わせなの
です。水道があっても蛇口から出る水が安全であると
は限りません。水道水が安心して飲める国は非常に
稀です。
①カナダ、②アイスランド、③フィンランド、④スウェー
デン、⑤ドイツ、⑥オーストリア、⑦アイルランド、⑧ス
ロベニア、⑨オーストラリア、⑩ニュージーランド、⑪
南アフリカ、⑫レソト、⑬モザンビーク、⑭アラブ首長
国連邦、そして、⑮日本。水道水をそのまま飲める国
は世界中でたったの 15 か国だけ。
太陽系第 3 惑星の地球は「水の惑星」と言われます。
無尽蔵にも思える地球上の水は約 14 億㎦（立方キロ
メートル）。でもその 97.5%は私たちには飲めない海水。
私たちが容易に飲める「淡水」はたったの 2.5%です。
しかもその約 70%は南極や北極地域の氷河や氷雪で
す。残りの大半も深い地下にあります。地下水の半分
以上は地下 800ｍよりも深い地層にあり、簡単には取
水できません。容易に使える水はごく浅い地下水か、
川、湖、沼など地表に出ている水だけです。それらは
地球全体の水の 0.01%…「あれ？この『水の惑星』の
話どこかで聞いたような？」と思った方。今を遡ること
15 年前の 2004 年。当時の寶積克彦（ホウシャク・ヨシ

ヒコ）会長が「会長の時間」で話された内容から一部を
引用いたしました。寶積会長は水の豊かな場所に 4
大文明が発祥した話や水資源を巡る争い。そして
「2025 年には地球上で 27 憶人が水不足になる。水を
求める紛争は貧困とテロに繋がっている。何とかしな
くてはならない。」と話されました。当時、私は第 1 子を
妊娠中（2005 年に出産）で「この子がハタチになる頃
だ～」と思いながら聞いていました。

卓 話

あれから 15 年。状況はさらに悪化しています。2019
年現在の予測では「2025 年に水不足になる国は 48
か国。じつに 28 億人」…1 億人も増えてしまいました。
もう、まったなしです。今や「2025 年」はほんの数年先
の現実。決して遠い未来の話ではないのです。
私たちにできること。ロータリークラブだからできること。
『水の惑星で水不足』なんてシャレにもなりません。

本日のお客様紹介
狭山警察署

< 沼崎正徳 会員>
署長
塚本 英吉 様
警務課長 増田 健一 様
警務係長 鈴木 繁樹 様

狭山警察署
署
長

塚本 英吉 様

今年 3 月に着任致しました塚本です。
私達は
1
2
3

県民の為に仕事をしよう
署員で協力して仕事をしよう
楽しく仕事をしよう

この 3 つを具体的目標に掲げ、市民の皆様が
安全で安心して暮らせるような街づくりを目
指して日々取り組んでおります。

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・理事会で 10 月のプログラムが承認
・受贈会報 所沢西ＲＣ 所沢中央ＲＣ
所沢東ＲＣ
・回

覧 ＡＡＲニュース 9 月号
バギオだより 9 月号

委員会報告
社会奉仕委員会
< 栗原成実 副委員長 >
10 月 19 日(土)フリーマーケットについて
バザー品の寄付のお願い
18 日(金)豚汁作り協力のお願い
Ｒ財団委員会
< 江原伸夫 副委員長 >
「年次基金」目標達成(予定)の報告と御礼

本日は「埼玉県及び狭山警察署管内の犯罪情
勢・交通事故情勢」、そして「オリンピックの
警備等」についてお話しさせて頂きます。

埼玉県及び狭山警察署管内の情勢
(昨年の記録より)
埼玉県
犯罪

60,000 件
（14 年間で 1/3 に減少）
交通事故の死亡者 175 人
（平成 4 年の半分以下）
狭山警察署管内（狭山市・入間市）
犯罪
2119 件（前年比▲15％）
交通死亡事故
5件
＊犯罪・交通事故死亡者は減少傾向にあるが、DV、
児童虐待、高齢者の問題、特殊詐欺被害は年々
増加

オリンピックの警備等
東京オリンピック
７月 24 日～８月９日（17 日間）
競技の多くは東京・神奈川・千葉・埼玉県に集中
（33 競技）
埼玉県開催競技
バスケットボール
サッカー（予選）
射撃
ゴルフ

埼玉スーパーアリーナ
埼玉スタジアム 2002
陸上自衛隊朝霞訓練場
霞ヶ関カンツリー倶楽部

が起きており、オリンピック以外のスポーツイベ
ントでも、
2013 年 ボストンマラソン（アメリカ）
爆弾テロで３名死亡
2015 年 スポーツ競技場・市内のカフェ（フラン
ス・パリ）
同時爆発テロで多くの方が死亡
が起きました。


どの様な人がテロを起こすのか
国際テロリストグループ（IS 等）
テロリストグループに共鳴する個人
（ホームグロウンテロ）
テロとは言えないもののテロと同様な犯罪を
行う者



爆弾は簡単に製造できるのか
材料が揃えば可能
（薬局・ホームセンターで入手可能）
一定の知識はインターネット等で得られる

埼玉県警察の対策
オリンピック対策課を設置して警備の準備を進
行中（警察官 11,000 人、事務職 1,000 人）


7 月 31 日と 8 月 1 日は４種目が同時に開催さ
れる為会場警備の山場となる
9：00～24：00 近くまで行われる種目ものも
あるので厳重警戒が必須



海外のテロ情報 (平成 30 年）
爆発物
52 件
車両突入
1件
重機・刃物 32 件



霞が関カンツリークラブについては、川越市
（川越警察）
、狭山市（狭山警察）
、日高市（飯
能警察）が協力して警備





シャトルバス： 川越駅、狭山市駅、稲荷山
駅に準備予定

我が国に対するテロの脅威
テロ組織は日本を標的にしている
過去にテロを起こした者が入国している
海外で日本人が犠牲になっている
日本には米軍施設が多くある




民間警備会社の JV で 10,000 人の民間警備員
を集める予定



7 月 7 日に聖火リレーが狭山市内を通過。そ
の警備により、お祭りや他のイベントの警備
員不足が推測されるため開催するか検討して
いる団体も多い

テロ対策
身分確認及び大量購入等の情報収集
学校等の安全管理を訪問確認
警官ＯＢ起用でテロ対策の人員確保
警備犬の導入

オリンピックは“世界最大かつ複雑なイベント”
と言われております。それは世界中に注目される
のでテロの危険にさらされやすくなるということ
に繋がります。近年では、
1972 年 ミュンヘンオリンピック（ドイツ）
イスラエルの選手が宿舎で襲われ死亡
1996 年 アトランタオリンピック（アメリカ）
爆弾テロにより２名死亡
2008 年 北京オリンピック（中国）
イスラム過激派によるテロ事件

現在県警一丸となって、不審者情報の収集・分析、
空港や港でのテトリスの入国阻止、駅や集客施設
の警戒・警備強化、機動隊の爆発物処理の能力向
上・訓練等々を行っています。
官民連携のテロ対策としては、狭山警察署でも平
成 28 年 6 月に管内 25 の事業者が連携する「狭山
警察署テロ対策彩の国ネットワーク」を立ち上げ
ました。
私達は、何事もなくオリンピックが終わるよう今
後も継続して務めて参ります。

オリンピック開催中は交通規制等で皆様にご不
便をお掛けすると思いますが、何卒ご協力下さ
いますようお願い致します。

東君

狭山警察署 署長 塚本英吉様、ために
なるお話がうかがえると楽しみにして
おります。
寶積君
狭山警察署 塚本英吉署長、ようこそ
おいでくださいました。卓話たのしみ
にしております。
稲見君
狭山警察署長 塚本英吉様、今日のお話
し楽しみにしていました。よろしくお
願いします。
小林君
本日はなかなかなくならない振り込め
詐欺等のお話しをうかがえるとの事、
人事と思わずお聞きしたいと思います。
益子君
本日の外来卓話、狭山警察署 署長 塚
本様、お話し宜しくお願いします。
沼崎君
本日は卓話においで頂き有難うござい
ます。日頃御苦労頂いております警察
のお仕事の中から有用なお話しを頂け
ることを期待しています。有難うござ
います。
清水(武)君塚本署長様の卓話をたのしみにしてい
ます。
田端君
本日は狭山警察署 署長 塚本英吉様、
ようこそ狭山中央ＲＣにお越し頂きあ
りがとうございます。毎日新聞紙上等
から消えない事が残念です。

◆ 次の例会 ◆

10 月 1 日（火）
第 2 副 SAA：奥富会員 柴田会員
外来卓話：藤井直視様
定例理事会（例会終了後）
10 月 8 日（火）
第 2 副 SAA：清水(武)会員 清水(幸)会員
ガバナー訪問 ＲＬＩ練習

