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卓話：
『防犯・年末年始』 日野警察署 防犯係長 笠松 哲郎 様
【 会長挨拶：職業としての政治(Ⅱ) 】

森岡 弘通 会長

日野市産業まつりから、参加協力へのお礼状が来ています。
しばらく時間が空いてしまいましたが、職業としての政治に
ついてお話いたします。
民主主義が採用され時代が進むにつれて、政治の担い手は、
名望政治家から職業政治家へ移っていきます。
しかし政治は、場合によっては歴史の変革や社会組織の

≪例会プログラム≫
【司会】
山口 徹雄
会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『それでこそロータリー』

組み換えを実行できる力を持っています。

【ヴィジター・ゲスト紹介】
卓話講師
政治は、合法的な強制力である権力という特殊な手段をもって運営される仕事
日野警察署 防犯係長
です。とすれば、当然ながら、一体どんな資質があれば、その人はこの権力に
笠松 哲郎 様
ふさわしい人間に、また権力が自分に課する責任に耐えうる人間に慣れるのか、
【ニコニコ報告】
という問題が出てきます。
飯作 金彦 親睦委員
ウェーバーは、政治家にとって情熱と責任感と判断力(物事や人間に距離をおく
【出席報告】
能力)が必要だと言っています。情熱はある問題なり仕事に全力をあげて取組む
松田 忠泰 出席奨励委員
使命感と言って良いと思います。しかし同時に現実を冷静に判断してあるがま 【指名委員会】
まに受け止める能力も求められます。それが無ければ、いたずらに興奮したり、

野村 圭伊 指名委員長

口先だけ威勢の良いことを語る結果となります。
政治家にとって最も大切な課題は、燃える情熱と冷静な判断力をどうしたら結
び合わすことが出来るか、であります。
更に言えば、目的と手段とのバランスを取ること、結果に対する責任と自らの
信念に対する忠実さとを共存させる努力を積み重ねられる人間だけが、
天職としての政治に携わる資格を持つといえるのではないでしょうか。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・次週１２月２日の例会は年次総会を開催します。
次年度の役員・理事の決定、クラブ細則の改定などを行いますので、御出席下さい。
・東京都立七生特別支援学校よりのお知らせを回覧します。
第３６回、学習発表会を、１２月４日(金)・５日(土)に開催との事です。
・ひの市民活動団体連絡会ニュースを回覧します。
・東京多摩ロータリークラブより、例会変更のお知らせが来ております。

【 指名委員会 】野村 圭伊 委員長
１１月１８日(水)に指名委員会を開き、次の者を、次年度役員・理事に指名致します。
役員・理事候補者（敬称略・順不同）
井村 廣巳

／

和田 達也 ／

小宮 延雄 ／

飯作 金彦 ／

清原 秀明

小島 馨

／

藤林 良昭 ／

熊井 治孝 ／

谷井 正剛 ／

小倉 裕美

大谷 明久

以上１１名。

卓話：【防犯・年末年始】
（詳細はＤＶＤをご覧下さい）
＜ 日野警察署 防犯係長

笠松 哲郎 様 ＞

本来であれば、警察は忙しくないほうが良いのですが、ここの所、色々とあります。
日野警察署では、署長の方針が「小さな犯罪も絶対にゆるさない！」
「犯罪が起きる
前に芽を摘め！」という事ですので、２４時間体制で警戒に当っています。
警視庁では、下記の犯罪を重点的に警戒しています。
空き巣・強盗・引ったくり・車上荒らし・振り込め詐欺・性犯罪・児童への犯罪
警戒強化をする中で、振り込め詐欺などは、前年度市内で４０件ほどだったのが、
今年は１０件に減少しています。
実は、最近の振り込め詐欺被害に遭っている人の特徴は、私達警察や銀行員が、怪しいと思い注意しても、
頑なに聞き入れてくれず、振り込んでしまい、被害に遭うという人が多くなっています。
被害を阻止する為に、ご家族もお呼びして、話し合い、一人暮らしの孫に確認の電話をして、やっと納得する。
というような方もいらっしゃいます。犯罪を未然に防ぐのも中々大変なのです。
では、振り込め詐欺の手口ですが、以前とほとんど変わっていません。
１．
『電話を落としてしまい番号が変わったので、番号を控えてほしい』という電話をする。
（アポ電話）
２．数日後、再び電話をし『事故を起こした』
『他人の保証人になった』などで振り込むように要求する。
という２ステップになっていますので、番号変更等の連絡があった場合は、本人に必ず確認して下さい。
引ったくり被害については、日野市は防犯意識が高まってきた事もあり、９月中旬から発生していません。
立川や八王子、多摩等では、昨日も引ったくりが発生していますので、引き続き警戒してください。
自転車のかごには、防犯ネットを掛けると効果的です。
後ろからバイクや自転車の気配がしたら、振り返るようにすると、引ったくりの被害が防げます。
日野市では、子供に対する犯罪は少ないのですが、不審な男が声を掛けたり、付きまとったりという事が、
時々あります。今月に入って、百草団地で、素っ裸に首から数珠をぶら下げた男が、走っているという
公然わいせつが、数件発生しており、同一犯の犯行と見て、警戒を行っています。
空き巣は、基本的に窓を破って進入してきます。
一戸建ての１階リビングの窓や、マンションの１階ベランダなどで、植え込みで見づらい場所が狙われます。
泥棒は、進入に１分、物色３分、立ち去るまで５分以内というスピードで、仕事をしますので、
窓にホームセンター等でも売っている補助錠を付けて、進入に時間を掛けさせることが、非常に効果的です！

【 ニコニコ報告 】 飯作 金彦 親睦委員
本日のニコニコ： 13,000 円／累計 480,000 円
ビジターフィー：

.

0 円／累計 10,000 円

森岡弘通

君

１１月最後の例会が、暖かで晴れやかな天気に恵まれたことを感謝して。

疋田久武

君

来週は年次総会です。皆様のご出席をお願いします。

福井長行

君

笠松哲郎様、お忙しい所、お越し頂き有難うございます。

後藤一郎

君

小春日和に心も身体ものびのびします。

井村廣巳

君

指名委員会より次年度理事・役員候補、御指名いただきました。有難うございました。

小倉裕美

君

ヒマラヤ桜が、今年も咲きました。

山口徹雄

君

今日ははからずも、雨上がりの紅葉を、愛でることができました。

山下雅弘

君

明日、大森ロータリークラブで卓話をしてきます。一発ぶちかましてきます！

来る 12 月 16 日(水)、忘年家族会の開催を、本日の理事会で承認頂きましたのでご報告致します。
会場：京王プラザホテル八王子

／

開場：17:00

点鐘：18:00

終了予定：20:30

会費：会員 15,000 円／ご家族 7,000 円／小学生以下のお子様無料／中高生のお子様 5,000 円
歌手・古代真琴のライブやビンゴ大会などを予定しております。

※ ビンゴ大会の景品を募集しております。ご協力いただけ方は、事務局までお持ち下さい。
※ やむを得ず欠席の方は、当日読ませて頂きますので、ニコニコにメッセージをお書き下さい！

【 出席報告 】松田 忠泰 出席奨励委員
会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
清原秀明 君（社会奉仕）

欠席

出席率

本日報告

41
(8)

23
(3)

事前(3)

10

72.22 %

前回訂正

41
(8)

27
(3)

(1)+0

8

77.78 %

前々回訂正

41
(8)

26
(3)

(4)+0+0

6

81.08 %

谷井正剛 君（理事会）
成田恭隆 君（社会奉仕）

ＭＵ

【 今後の予定 】
■12 月 2 日■

年次総会 ・

月例祝賀

・

年次総会 ・

クラブフォーラム

■12 月 9 日■

各委員会報告（定例報告以外に半期進捗・後期予告など） 料理：精進料理（お酒が出ます）

■12 月 16 日■

忘年家族会 京王プラザホテル八王子 ／ 開場：17:00 点鐘：18:00

■12 月 23 日■

天皇誕生日の為休会

終了予定：20:30

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC 12/15 ｸﾘｽﾏｽ例会 12/22 夜間例会
・八王子 RC 12/17 夜間例会 12/24 休会
・八王子西 RC 12/18 年忘れ家族会 12/25 休会
・八王子南 RC 12/16 夜間例会
・八王子東 RC 12/1 振替休会 12/22 ｸﾘｽﾏｽ例会
・八王子北 RC 12/21⇒12/19 ｸﾘｽﾏｽ例会に振替

例会場：日野ＲＣ事務局 ／
・12/ 5(土)

時間：19:00〜20:30

第 913 回例会（BH ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 2 回目）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

