
◇ 国際ロータリー会長

Wilfrid J.Wilkinson ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞJ.ｳｲﾙｷﾝｿﾝ
（ ｶﾅﾀﾞ .ﾄﾚﾝﾄンRC)

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

小佐野 圭 三 (横須賀 RC)

◇ 国際 ﾛｰﾀﾘ ｰ第 27 80地区第 1ｸﾞ ﾙｰﾌ ﾟ

ｶ ﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐 渡 辺 治 夫 (横須賀 RC)

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 正 孝

副会長 吉 田 重 穂

会長ﾉﾐﾆー 鈴 木 康 仁

幹 事 芹 川 直 行

◇ 会報.雑誌.IT委員会

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 内 騰 隆 之

委 員 星 野 雄

◇ 例会日 毎週 木曜日１２時３０分点鐘

◇ 例会場 三浦商工会議所３ 階ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238-0243 三浦 市三崎2 丁目 22 番 1 6 号

◇ Te l 04 6( 88 1 )5 11 1・ Fa x 04 6( 88 1 )3 34 6

◇ Website：http://www.miura-rc.jp

12時30分 開 会 点 鐘 鈴木正孝会長

ロータリーソング

『手に手つないで』

ゲスト・ビジター紹介

三崎警察署長 山本 豊 様

先週タウンニュースの取材を受け

ましたが、変なことは書かれておら

ず一安心しました。

火曜日「薬物乱用防止」のセミナーに行ってまいり

ました。当初あまり期待はしないで聞いていましたが

これが間違いで、井沢さんと言うプロのお話に聞き入っ

てしまいました。特に印象に残ったのが、子供を良く

するのは、夫婦が仲良くすることが一番だそうです。

皆様方もご参考にして下さい（笑い）

自殺の問題も出ました。驚いたことに日本の自殺者

はアメリカの倍だそうです。ただアメリカの交通事故

や銃による死者は日本とは比べものの無いくらい多い。

しかし、なぜか自殺者の多い日本は、それほどまでに

忙しい社会になってしまっているのかと思いました。

12年前青年会議所の会長になったばかりの1月に阪神

大震災が起こり現地にとんでマグロ丼を配った記憶が

あり、今回もRCの会長になったばかりで新潟の地震が

襲い、因縁めいた思いで気にしております。 今回、

三崎署の山本署長さんに卓話をお願い致しました。、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。（部分省略）

※週報 横須賀西ロータリークラブ

※第７艦隊ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞの招待券10枚が 参っております。

芹川直行幹事 ご希望の方、幹事までお申し出下さい。

※ 前年度会長＆幹事へ記念の徽章授与式

(会長ﾀﾞｲﾔ入りﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯﾁ、幹事ルビー入りﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯﾁ）

会長、幹事1年間ご苦労様でした。
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岩野 整委員長

会員総数30名、本日出席16名

本日欠席11名

出席率 59.2％

ＭＡＫＥ ＵＰ

鈴木正孝会員、吉田益夫会員、

秋本清道会員、星野 雄会員、

加藤文幸会員、により、出席率は77.7％となりました。

川﨑 昇委員長

鈴木正孝：山本署長、本日のお

話楽しみにしております。宜し

くお願いします。1.000

加藤文幸：海南神社祭礼が盛大

に行われ、無事終了しました。

山本署長には陣頭指揮ありがと

うございました。2.000

柳沢克臣：本日卓話宜しくお願

いします。1.000

星野 雄：山本署長ようこそ。

卓話楽しみにしています。1.000：

秋本清道：ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ入ﾊﾞｯﾁありがとうございます。1.000：

菊池 恵：先週お休みのお詫びです。暑くなってきましす。

ご自愛下さい。1.000

＠無し････････････・・・・・・・・・・・・・・・

三崎警察署長 警視 山本 豊 様

皆さん今日は、三崎警

察署の山本と申します。

何人かの方とはすでに

顔見知りにはなっており

ますが、先ずは自己紹介

からさせていただきます。

卓話などと大それたも

のではありませんが、３月９日に大和警察署副署長からこ

ちらに参りました。

私は、生まれも育ちも横須賀です。

初声の黒崎には母方の両親が住んでいたので、小さいこ

ろは、まだ黒崎の湾が埋め立てられておらず、泳いだり、

海栗に足を刺されたりした経験もあり、また、知り合いの

農家で西瓜の収穫を手伝ったり、喉が渇くと西瓜を手で割

り、美味しいところだけをを手でむしって食べたりした思

い出もあるので、三浦市は私とそんなにかけ離れた関係で

なく、故郷に帰ったような気がしております。

この度、三崎警察署長として、向ヶ崎の官舎に住んでみ

て感じたことは、名所旧跡も多く、地域の人たちの温かさ

も感じられ、仕事もやり易く感じております。

私の警察歴ですが、昭和４８年に警察官になり、現在５

７歳ですので、あと３年少ししか在籍できませんが、少な

くとも２年は仕事をさせていただき、皆さんとお近づきに

なれればと思っております。

私の警察歴の中で一番多いのは「刑事」で、機動捜査隊、

鑑識課、捜査１課と勤務してまいりました。あのころで、

一番印象に残っているには、関東管区警察学校の教官のこ

ろのことです。

私にとって一番良かったのかなと思っております。それ

は、妻を連れてヨーロッパ等の海外旅行に３回位行けた

ことです。

それまでは、「女房孝行」どころが、仕事仕事で家を空

けることが多く、子育てなども妻に任せっ放しでしたし、

口には出しませんが妻もストレスが溜まっていたのではな

いかと思います。そんなストレスも、この旅行ですっかり

解消し、妻からは「午後１１時過ぎたら、お父さんも大変

だから泊まってきて良いですよ」と言ってくれるようになっ

たのです。

その妻も３年半前に、くも膜下で先立たれ、現在は単身

赴任で家は子供達に任せています。

警視に昇任した最初のポストは「刑事官」というもので、

医師にかからずに亡くなった方の死因が犯罪に関係するの

か、しないのかを見極めるために、県下全体の現場に出動

して亡くなられた方を視るというものでした。

この三浦市にも溺死体を視にまいりました。溺死は入水

しても、突き落とされても溺死なので、その見極めには非

常に神経を使い、また怖いものがあります。

刑事官のころで印象に残っているのは、身元不明の葉山

沖の溺死でした。身元も分からないところから、捜査一課

に応援を申し入れ捜査したところ、結果的には殺人事件だっ

たことが判明しました。

この様に、検視をしていると、被害者の悔しさを救える

のは警察しかないと感じられ、１つの間違いもあってはな

らないので神経を使います。

大量退職時代を迎え、多くの経験を有する先輩達が退職

されるので、若い警察官に教え育てるのも私たちの役目で

はないかと思っており、このような経験を伝えていきたい

と思っております。

刑事官の後は、浦賀署の副署長、鑑識課代理、保土ヶ谷

署副署長そして大和署副署長から三崎署の署長になりまし

た。

署長にさせていただいて本当に嬉しいのは、今日のよう

に皆様方とお会いして、生の声を聞くことが出来るという

ことです。以上が私の経歴です。

私が三浦市に来て思ったことと、署員に話していること

を少しお話します。

先ず「その土地〔三浦市〕を好きになれ」、「その土地

の人を好きになれ」、「その土地の歴史を知り、風土を好

きになれ」ということなのです。

私も、こちらに来て副市長さんから、三浦一族や北原白

秋に関する書籍を戴いて読んでおります。

無関心より、親しみを持って勤務するほうが、よりよい

仕事が出来るはずです。そんな気持ちを持って署員ともど

も、少しでも町を良くしていきたいと思っております。

先ほど、この集まりで歌われた歌詞に「手に手つないで」

とありましたが、警察と住民の皆さん、そしてこのような

団体が手を携えて安全で安心なな町を作れればと思います。

三崎署管内犯罪情勢ですが、７月１８日現在の刑法犯の

発生は２５１件〔昨年比＋８件、＋３.３％〕で昨年１年

間では４４３件の発生でした。

出来れば、今年は年間４００件に抑えたいと努力をして

おります。平成１４年と比較しますと、５０％位減少して

おります。

これら刑法犯の中でオーツバイ盗、自動販売機荒しが多

く発生し、オートバイ盗については中高生によるものが多

く、自動販売機荒しは、鍵穴部分を壊す手口が多くなって

います。P2



これらの犯罪については、先月初旬からプロジェ

クトチームを編成して捜査にあたっています。

また、深夜の横々道路で盗難車が走っているの

を、高速隊が発見追跡し、当署管内で車両を放置

して逃走した事件もあります。

この車両は三浦海岸でバイクと接触事故を起こ

したので、ひき逃げとして、警察犬を要請し山狩

りを実施したのですが発見に至りませんでした。

事後捜査で犯人を特定し現在は指名手配中です。

先月は、引ったくりが下町、三浦海岸、三崎口

で発生しましたが、指紋から管内に居住する男性

と判明し追跡捜査をしております。

刑法犯の話ではありませんが、皆さんもご案内

のとおり、二町谷の岸壁埋立地に釣り人が入り、

とても危険なことから、東部漁港の協力を得て、

多数の軽犯罪法違反を検挙しております。

その他にも、お祭りのときに、お互いに殴りあっ

た事件が発生し、本来ならば暴行又は傷害事件と

して処理するところでしたが、双方とも被害届け

は出さないので、迷惑防止条例で逮捕しました。

これは、悪いことは小さなことでも悪い、とい

うことを知っていただくことと、小さな犯罪を見

逃すことによって大きな犯罪が増えることを防ぐ

ためでもあります。

交通事故については、人身事故１３９件〔昨年

比-１８件〕、死者２人〔昨年比＋１人〕負傷者

１６０人〔昨年比-４２人〕となっております。

死亡事故の統計について事故から２４時間以内

に死亡したものを死亡事故としているため、に２

名となっておりますが実質は４名の方が亡くなっ

ております。残念なことに、この事故の関係者の

中に６５才の方が含まれいるので、高齢者対策に

ついても頭を痛めております。

死亡事故が発生すると、加害者も被害者も、そ

の関係者どちらもが大きな悲しみと苦しみを背負

うことになります。

私としては1件でも事故を減らすために、高齢

者の方に、どれだけ動作感覚が鈍くなっているか

を体験できる機械を設備した車両を本部から借用

し、２２日に警親会〔警察ＯＢ〕を中心に試して

いただくことになっておりますが、人数的にはま

だ余裕がありますので、皆さんにも体験していた

だきたいと思います。

交通安全教育というものは、即効性のあるもの

ではなく、丁寧に気長く続けてゆくのが必要であ

るのです。

先ほども話しましたが、事故を起こしてしまっ

たら双方が苦しむことになり、交通違反をして反

則金を納め、それ以後の運転に注意をするという

ことでは遅いので、署員には「事故を防ぐために

も交通違反は厳しく取り締まれ」と話しておりま

す。

また、制服警察官には、「制服を見せなさい」、

「できればバイク、ミニパトで拠点まで行き、後

は徒歩で警らをしなさい」、「そして、どんどん

声をかけなさい」、とも話しております。

声をかけ、目を合わすことで、地域の方には挨

拶が出来る。悪い事を考えている人はそれでひる

む、との考えから話をしております。

これまで、お話をしたように、署員一丸となっ

て、皆さんが安全で安心して暮らせる町づくりに

努力しておりますので、どうか、ご支援とご協力

をお願い申し上げます。

最後になりましたが、貴クラブの、益々のご発

展を祈念して、私の挨拶とさせていただきます。
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平成１９年度,海南神社夏例大祭・獅子番：仲崎・神輿番：西海上（平成19年7月16,17両日開催）

編集後記 山本 豊、三崎署長様のご好意により卓話の原稿を頂戴したので紙面が充実しました。

会員の皆様も卓話担当の時、原稿をご提出下さるとより正確に伝達できると思います。 f.kato


