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2016 年 10 月 6 日　第 2665 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　　　　三崎警察署長　田中　稔　様

　　　　　エデンの園　園長　　　　様

　　

◇ 国際ロータリー会長
　　　ジョン F. ジャーム（CHATTANOOGA RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　佐野　英之（秦野 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　伊与田あさ子（横須賀北 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓藤　喜代司
　　　副 会 長︓高木　　巌
　　　幹　　事︓鈴木　康仁
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓長瀬　六朗
　　　委　　員︓奥山　浩司・高木　巌
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　10月 1日行われました「第1回新入会員の集い」
には奥山会員の他、2名が参加しました。この集いは
新しい企画で行われ、現ガバナーと地区代表、前、前々
ガバナーがご出席され質問とゆとりある回答が進めら
れました。
　また、本日はゲスト、ビジターとして三崎警察署長
の田中稔様と油壷エデンの園田中園長ようこそおいで
下さいました。どうぞよろしくお願いいたします。今
月はジャガイモ畑の雑草取りがありますが、成功と笑
顔を獲得したいと思います。どうぞ皆様よろしくお願
い足します。

　昨日は、この会場で三浦商工会
議所開設60周年記念式典と新会
館完成祝賀会が盛大に行われまし
た。ロータリークラブのメンバー
もたくさんお見えでした。
　三浦ロータリークラブも優れた
組織の一つとして三浦市、特に下
町と言われる三崎の発展を望んで
いるところでございます。
　これもチャンスとして一層頑張ろうではありませ
んか。

 会長報告　　　　　　　　　藤　喜代司　会長

 出席報告                            
南西 RC出席率　85.71%
三浦 RC
・会員総数：25名
   　本日出席：18名　欠席：7名
　　出席率 72%

 幹事報告　　　　　　　　　　鈴木　康仁 会員

＊入会月お祝　　
　　　　　草野昌幸会員（2013年）
＊誕生月お祝　　なし
＊ロータリーレート　
＊神奈川県ロータリアン
　　　　　親睦テニス大会ご案内
＊第1グループ第2回三役会議事録　
＊2015-2016地区資金
　　　　　　　　　会計監査報告
＊米山奨学会　事業報告書
＊独立行政法人国際協力機構　年次報告書
＊横須賀南西ＲＣ10月例会のご案内
＊ハイライトよねやま　　
＊鎌倉ＲＣ　横須賀南西ＲＣ　週報　
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ニコニコ BOX 報告
ニコニコ BOX 集計報告

 本日 前回迄 累計
ニコニコ 11,000 円 107,000 円 118,000 円
財団 9,000 円 29,000 円 38,000 円
ポリオ 4,000 円 13,000 円 17,000 円
米山 9,000 円 30,000 円 39,000 円
周年 2,000 円 0 円 2,000 円
計 35,000 円 179,000 円 214,000 円

・藤田貞夫　希望する自動車を購入できた。
・奥山浩司　田中署長様、卓話楽しみにしています。
　よろしくお願いします。
・長瀬六朗　今日はエデンの園田中様が見学させてい
　ただきます。
・秋本清道　田中警察署長様ようこそ。本日よろしく
　お願いします。
・鈴木康仁　家庭事情により欠席させて頂きました。
　田中警察署長、本日はよろしくお願い致します。
・鈴木正孝　田中ミノル署長、本日の卓話よろしくお
　願いいたします。田中タツヤ園長、ようこそ例会へ
　おいでくださいました。
・星野　雄　三崎警察署長 田中様、エデンの園園長 
　田中様、ようこそロータリークラブにお越し下さい
　ました。お楽しみください。
　月初めです。皆様、財団米山の黄色い封筒、お願い
　致します。
・相沢静夫　長期欠席のおわび。
・高木　巌　三崎警察署長 田中様、ようこそおいでい
　ただきました。いつも三浦の安全を守っていただい
　て感謝しています。
　エデンの園園長 田中様、ようこそおいでいただきま
　した。
・松﨑貞男　三崎警察署長 田中様、エデンの園園長 
　田中様、ようこそおいで下さいました。
・藤喜代司　田中署長さんようこそ、本日よろしくお
　願いします。
　エデン園長ようこそ、本日よろしくお願いします。

卓話　　　三崎警察署長　田中　稔 様

　こんにちは、三崎警察署長の
田中です。
　本日、このように替察署長の
私がロータリアンの皆様にお話
できる機会をいただきましたこ
とに感謝いたします。
　早速ですが、まず、三浦市の
交通情勢、犯罪情勢についてお
話しいたします。

　県下の交通事故は発生件数、死傷者ともに減少
しており、三浦市内においても9月末時点で、発生
件数前年比マイナス9.3パーセントで推移してお
ります。
このように事故件数が減少している中、その内容
を見ると、三浦市の場合は、高齢者人口の割合が
3人にひとりのところ、高齢者が関係する交通事故
は事故全体の約半分を占めている現状にあり、県
下の高齢者事故率をはるかに上回っております。
　三崎警察署としましては、この高齢者の交通安
全教育や事故防止活動に重点をおいて、交通事
故防止対策により一層力を入れていきたいと考え
ております。
　次に犯罪情勢です。
刑法犯の認知件数は年々減少傾向にありますが、
三浦市内においては、9月末時点で県の減少率を
はるかに上回り、県下2位のマイナス約25パーセ
ントとなっております。
　昨年も一昨年に比べて約20パーセントの減少
をみているところであり、これもひとえに三浦市民
の皆さんのご協力の賜物と考えております。
ただ、犯罪はこれら数字に胡坐をかいて安心して
いると、あっという間に増加してしまいます。
　三浦市の防犯運動の象徴ともなるべきヤスコッ
トキャラクターを公募し、審査のうえ優秀作品を採
用、三浦ライオンズクラプや三浦市商工会議所等
の協賛をいただき、三浦市防犯協会で着ぐるみを
作成しました。
これから、『うみうのうっぺ』と名付けられた防犯キ
ャラクターが色々なところに顔を出し、防犯活動を
行っていきますのでどうかよろしくお願いします。
　その他、三崎警察署では、登下校時の児童の見
守り、三浦市や消防、自衛隊と連携した現実的な
防災対策への取組みや、三浦市内の公共事業全
体を対象とした、暴力団排除組織の三浦市全域へ
の拡大など、安全安心のための様々な対策を計画
実行し、『安全安心の三浦』を目指して日々取り組
んでおります。
　最後になりますが、これからも三崎警察署は署
員一丸となって三浦市民の安全安心のための活
動に取り組んで参りますので、ロータリアンの皆様
のより一層のご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。

　本日は、お招きいただきましてありがとうござい
ました。
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 10 月 16 日　地区大会　出席報告 
・会員総数：25名
   　本日出席：6名　欠席：19名
　　出席率 24%
・MAKE UP
　　藤喜代司、鈴木康仁（新入会員の集い）
　　奥山浩司、高木　巌、秋本清道、
　　藤喜代司、高木　巌（理事会）
　　芹川直行、星野　雄、鈴木正孝、鈴木康仁
　　秋本清道、岩野　明
以上により、出席率は 76％となります
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