
  
      宮原和広会長 

  
 ９月11日、突然起きたアメリカ同時多発テロ

からちょうど10年。３月11日、突然起きた東日

本大震災から半年。いずれも、多くの犠牲者を

出した悲しい１日でした。くしくも11日という

日が重なったのは偶然だったのでしょうか？

乗っ取られた旅客機の突入で崩壊したニュー

ヨークの世界貿易センタービル、今でも、あの

惨事が脳裏に焼き付いています。 

 月日が流れるのは早いもので、10年経った

2011.9.11、世界貿易センタービル跡地「グラン

ド・ゼロ」や、各地に於いて犠牲者への追悼式

が行われました。同じくして日本でも東日本大

震災の発生から半年迎えた被災地で犠牲者への

追悼式が行われましたが、今でも復興が遅れて

いる現状で、私達に何が出来るか考えさせられ

る課題です。 

 先週は初めて試みあるテーブルミーティング

を行いましたが、各テーブル活発な意見が出て

一安心致しました。次回計画するに当たっては

１回目を参考にテーマを絞って実行したいと思

います。 

 ９月は新世代のための月間です。14年前まで

は青尐年活動月間と呼ばれていました。これは

年齢30歳までの若い人の育成を支援する全ての

ロータリー活動に焦点を当てたもので、「ロー

タリー青尐年交換」「ライラ」「インターアク
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ト」「ローターアクト」などが挙げられます。 

 ロータリー青尐年交換プログラムは15歳～19

歳までの青尐年を海外に派遣し、そこに居住、

勉学させ、また、海外の青尐年を受け入れてク

ラブの地域社会で生活させ、勉学させ、国際理

解と親善に役に立つクラブ・プログラムです。 

 ライラは19～30歳までの若い人々のためのプ

ログラムで、セミナーか指導者キャンプどちら

かの方法で、その指導者や善良な市民として、

また国際理解と平和に貢献する資源を伸ばすこ

とを目的にしたものです。 

 インターアクトは高校に在学中の学生、また

は14～18歳までの若人で結成されたクラブで

1962年に発足したものです。ロータリークラブ

がこれを提唱し、そのクラブ活動の助言や監督

の責任をもっています。 

 ローターアクトは親睦や奉仕活動に興味を持

つ18～30歳の青年向けのＲＩプログラムで、大

学卖位あるいは地域卖位で構成され、ロータリ

アンのアドバイザーが必要です。 

当クラブは、この中のローターアクトを永年推

奨しています。現在、立山ローターアクト委員

長の指導のもと、９名のローターアクトが活躍

中です。人吉のローターアクトとして地域社会

に根ざした奉仕活動を目指し、ロータリークラ

ブとともによりよい地域の関係を作って戴くこ

とを期待致します。 

  

 

     馴田信治幹事 
 

【9月16日第６回持ち回り理事会承認事項】 

・釜田元嘉会員出席免除願いの件→承認 

・青井阿蘇神社奉賛会 青井阿蘇神社例大祭 

 「おくんち祭り」斎行に伴う奉賛金協賛の 

 お願いの件→承認(１万円）  

・人吉市教育委員会より人吉市制70周年記念 

 人吉カルチャーパレス自主文化事業「渡辺 

 陽一」氏講演会＜ポスター・チラシ類にお 

 ける後援名義使用お願いの件→承認 

  ９月新世代のための月間 
 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至SAA委員長 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行  葉山稔洋プログラム委員長 
 
来訪者紹介    宮原和広会長  
            
      熊本県人吉警察署長   浦次省三 様 

      熊本单ＲＣ 寿崎 肇パストガバナー 



【連絡事項】 

◇熊本県共同募金会人吉支部 永山支会長より 

「おくんち祭」街頭募金協力のお願いがきており 

 ます。水野社会奉仕委員長へお渡しします。 

   日 程；平成23年10月9日(日) 

   前半10時集合～12時迄/後半11時集合～13時迄 

◇人吉市青尐年育成市民会議 笹山会長より人吉 

 市花火大会街頭パトロールのお願いがきており 

 ます。 

   日 程；平成23年9月24日(土) 

       人吉ﾚｯｸｽ集合20時30分～22時迄 

 新世代戸高副委員長へお渡しします。 

◇2720地区永田壮一幹事より本田光曠ガバナー公 

 式訪問におけるバナー準備のお願い文書がきて 

 おります。 

◇2720地区大庭ブライダル推進委員長より独身者 

 の紹介のお願いがきております。 

◇9月18日(日）2720地区職業奉仕セミナーが熊本 

 市で開催されます。中島ガバナー補佐宮原会 

 長、安達職業奉仕委員長が参加されます。 

【本日の回覧物】 

   多良木ＲＣ週報 

【本日の配布】 

  人吉ＲＣ会報№2673号 

 

～来訪者挨拶～ 

      熊本单ＲＣ 寿崎肇パストガバナー 
 
 本日はいつも送っていただ

いております週報のお礼に参

りました。人吉クラブの充実

した週報は他クラブへお手本

として紹介させて頂いており

ます。有難うございます。 

 

 

    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 ～寄付の申し出～ 

 
 赤池利光会員より、法

務大臣表彰受賞を記念し

て、ロータリ財団委員

会、米山記念奨学委員会

へご寄付がありました。 

 

 

 

【新世代委員会】 
       
             外 部 卓 話 
 
講師紹介 尾方芳樹会員 
 
熊本県人吉警察署長 警視 浦次省三様 

（経歴） 

昭和28年 天草市で出生 現在57歳 

     県立苓明高校卒業 

昭和47年 熊本県警察官を拝命 

  主な職務として 

   ○殺人・強盗事件の捜査 

   ○死体の死因等を調査する検視官 

   ○組織犯罪(暴力団･銃器･薬物)捜査 

  を担当 

人吉署は２度目で、前回は昭和58年から３年

間、捜査係長として、日夜各種の事件捜査に明

け暮れた。前任は九州管区警察局監察課長 

（性格） 

  温厚で真面目・几帳面  

（信条） 

  日に三たび身を省みよ 

  (親がそこまで考えて命名したか不明） 

  

  皆さん今日は。ただいま御紹

介頂きました人吉警察署の浦次

でございます。本日は、この伝

統ある人吉ロータリークラブの

卓話にお招きいただきまして大

変ありがとうございます。 

 本日、御出席の会員の皆さんの中には本年３

月に着任早々から、公私ともにお世話になって

いる方もおられ、この席で改まってお話しする

のが若干恥ずかしい感じがしております。 

 皆様方には、平素から警察活動各般にわたり

まして御理解と御協力を頂いておりまして、こ

の場をお借りしまして厚くお礼を申し上げま

す。そうそうたる皆さんの前で、実のあるお話

ができるか分かりませんが、折角の機会であり

ますので、持たされた30分間を有効に活用させ

ていただきたいと思います。 

 本日、何を話そうかと考えに考え抜いた結

果、私に与えられた任務は管内の治安維持であ

りますので、署長として管内の治安責任を果た

すための心構えや方策について述べさせていた

だきたいと思います。 

本日の出席率 

会   員   数   67名   77.78% 

出 席 免 除 5名 9 / 2例会出席率  73.44％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 16名 

出 席 者 数 49名 修 正 出 席 率 98.44％ 

＊届け出欠席者  

 村山・宮山・中川・高山・岩本光・山田・齊藤 

 堀・石原・尾上・大賀・永江・小林清 

＊出席免除会員(a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本,釜田 

＊メークアップ 

芦北ＲＣ例会；中島・中川 

人吉中央ＲＣ；宮原・馴田 

広報.雑誌.会報合同家庭集会；牛島・川越・井手・鳥井 

              塚本  

人吉中央ＲＣ；中島・中川 

人吉中央ＲＣ(ﾋﾞｰﾙ列車)；宮原・中島 

多良木ＲＣ；中島・中川 

地区ガバナー補佐会議；中島             



 まず、総論として、私には管内１市１町４村

(面積971平方キロ、熊本県の警察署管轄面積第

１位）にお住まいの６万２千余の方々の生命・

身体・財産を守る責任があります。 

 これを達成するために、まず各種の法律等に

よって職務を執行する権限が与えられ、県民の

血税を頂きながら人的体制では70数名という署

員、機動力では約30数台の車両、それに数々の

装備資機材が与えられております。最近では使

いこなせない(私だけかも）ハイテク機器が配備

されており、犯罪も日進月歩、変化しておりま

すが、これに対応する取締り武器も進歩してお

ります。これらを総合的に機能させ、その責務

を果たさなければなりません。 

 次に、達成しなければならない県民に約束し

た県警の大きな目標があります。 

 県警は平成22年から23年までの２か年計画

で、｢『安全・安心くまもと』実現計画２０１

０」を策定し、基本目標として犯罪の抑止（刑

法犯認知件数18,000件未満の定着）、交通事故

の抑止（死者数95人以下、死傷者数14,200人以

下の定着）及び犯罪の検挙人員の増加を揚げま

した。これは、県警が県民に示したマニフェス

トであります。 

 これを受けて、人吉署においても昨年より一

件でも多く犯罪、交通事故の発生を減らそう、

犯罪者を一人でも多く検挙しようという目標を

掲げ、日夜努力しているところであります。一

昔前までは、防犯より発生した犯罪を検挙する

ことに重点を置いておりましたが、近年では県

民の要望を犯罪や交通事故が発生する前に防止

してもらいたい、もし発生したら犯人を早く検

挙してもらいたいととらえ、未然防止を第一と

して各種の抑止活動を展開しております。 

 それでは、現在の目標達成状況はどうかと言

いますと、県レベルの達成状況はさておき、人

吉署の達成状況は、８月末現在(昨年同期比）で

犯罪の認知件数マイナス５件、交通人身事故の

発生件数はプラス５件、死亡者はマイナス２

人、傷者数はプラス８人であります。 

 また、犯罪の検挙人員はプラス14人でありま

して、人身事故件数と、傷者数だけがプラス傾

向であり、今後４か月で目標を達成できるよう

に全署体制で取り組みたいと思っています。 

 次に、以上の年間目標を達成し、治安責任を

果たすための基本的な考え方や対策などについ

て述べてみたいと思います。 

 私は、今年の３月11日の東日本大震災の日に

着任した訳ですが、着任後、まずは、業務を進

めるに当たっての基本的な考え方を署員に対す

る訓示の中で２点指示しました。 

 そのひとつは、 

 仕事を進める上で最も尊重しなければならな

いものは地域住民の方々の目標、価値観、要望

である 

 と指示しました。つまり、当たり前な話では

ありますが、警察の仕事は警察の独善的な考え

方や警察の都合によってなすべきではなく、管

内住民の方々の良識的な意見、要望を最優先に

考えてやるべきと言いたかったのです。そし

て、その後の仕事の指示や決裁に当たっては、

まずはそのことを考えて判断しているか、計画

しているかを重点的に見るようにしておりま

す。 

 次に、 

  仕事は挙署一体で当たれ 

と指示しました。県下では中規模の人吉警察署

の署員は管内での各種犯罪や交通事故の発生状

況は手にとるように分かっておりますし、それ

に対する署としての取組みも分かっておりま

す。毎朝の朝礼や全体会議等で全署員が情報を

共有し、一様に警察の取り組む方向性を理解し

ているからです。 

 私が言った挙署一体ということは、セクト主

義を持たず、通常時は、他課で取り組んでいる

業務や問題点を全署員が認識し、自課の業務や

問題点を全署員が認識し、自課の業務で応援で

きることはないか、解決できることはないかと

考えて仕事をするということです。そして、取

り組む業務が数課に関係している、一つの課で

は体制的に無理をするという時には、全署員が

一体となって集中的に業務に当たるということ

です。 

 そうすることによって、署員の連帯感も生ま

れますし、何より合理的・能率的に仕事を進め

ることが出来ます。現在もそのことを全署員が

認識し、仕事を進めてくれております。 

 それでは具体的に何をなすべきか、各論的な

取組みになりますが、まずは、現状認識たる治

安上の問題点の把握であります。しかし、凶悪

重要事件の未解決事件もなく、暴力団事務所も

なく、連続発生している事件もありませんでし

た。やはりこの地方の地域性や住民性によるも

のと思われ、治安的には静かで平穏な管内と判

断しました。 

 ただし、事件的には重要事件ではありません

が、万引き、自転車盗が多発(前年比でプラス10

～20件）しており、これが犯罪抑止上の最大の

問題となっていることが分かりました。他にも

取り組まなければならない仕事は山積みの状態

ではありますが、まずは最優先的にこれらの発

生を抑止しなければ、結果的に一年の犯罪抑止

目標を達成できないと認識しました。これらの

犯罪は一般的には尐年の初発型非行と言われる

犯罪、つまり、最初に非行に走る犯罪として知

られており、それを機に他の重要犯罪に手を染

める可能性のある犯罪であります。 

 ここで、「割れ窓の理論（ブロークン・ウィ

ンドウ）」という考え方について触れておきま

すが、これは当時のニューヨーク市長がとった

治安対策の基となった考え方でありまして、街

中のビルの一枚のガラス窓が割れたことを放置



すると次々に窓が割られていき、終いには廃墟

のビルになってしまうという理論であります。

当時、ニューヨークは犯罪で街が荒れており、

市長はこの理論から街で発生した軽犯罪(落書き

とか軽微な窃盗等｣の徹底的な取締りを推進した

結果、やがて凶悪事件も減尐し、治安を回復し

たということです。 

 万引きや自転車盗についてもこの理論が適用

できる訳でして、大した犯罪じゃないといって

これに的確な対策を立てず放置しますと、他の

凶悪犯罪を誘発するということになります。こ

れらをいかに抑止するかを考えなければなりま

せんが、警察だけの力で目的を達成できるもの

でもありません。幸い管内の関係業界の方や自

治体の方々は犯罪抑止に協力的でありまして、

その方々の協力を得ながら万引きは被害店舗に

防犯カメラや万引き防止の看板設置をはじめ、

学校での指導や制服警察官の被害店舗の巡回を

強化し、自転車盗は被害に遭いにくいように二

重ロックの推進や多発する駐輪場に防犯カメラ

の設置等を行いました。 

 その結果、自転車盗については、マイナス20

件を超えるまでに減尐しましたが、万引きにつ

いては平行線をたどり、尐年から高齢者まで手

を染めており、一定期間に数回犯行したり、防

犯カメラが設置してあるのに堂々と万引きする

など、発生した事件を着実に検挙することに

よって再犯の防止に努める以外に予防方法はな

いのではないかと思っています。 

 このような活動を強化している途中には、殺

人・死体遺棄事件も発生しましたが、やはり、

広報すべき事件は、積極的に広報し、新聞等の

広報媒体によって住民に知らしめることも必要

な抑止活動と思っています。 

 先に交通事故の増加について申し上げました

が、９月に入り各種の活動が効果を表したの

か、除々に減尐傾向にあります。しかし、これ

から秋の行楽期を迎えることによって増加に転

じることも懸念されるところでありますので、

交通安全協会をはじめ、関係団体等と連携を図

りながら総合的な事故防止対策を推進したいと

思っています。 

 今年も残すところ４か月弱となりましたが、

もう総仕上げの段階に来ております。 

 管内の皆さんが安全・安心な毎日を送ること

が出来ますよう、人吉署のスローガンでありま

す『人よし、お湯よし、治安よし』を毎日心に

刻みつつ、管内の治安維持に邁進したいと思っ

ています。 

 今後とも、皆さんの一層の御支援・御協力を

お願い申し上げまして、終わりとさせていただ

きます。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    有馬宏昭委員長 

・熊本单RC寿崎肇パストガバナー 一年間週報 

 のご恵贈、誠にありがとうございました。 

                  20,000 

・赤池利光会員 法務大臣表彰受賞祝賀会を開 

 催くださいまして有難うございました。 

                   10,000 

・中島博之ガバナー補佐 寿崎パストガバナー 

 来訪ありがとうございます。毎年毎年いつ頃 

 からか思い出せない位前からクラブ会報を褒 

 めて頂き、会報委員会も励みになっていま 

 す。お元気でいつまでもお願いします。2,000 

・武末会員 浦次人吉警察署長の念願の卓話、 

 ありがとうございました。      2,000 

・葉山会員 浦次署長様、個人的(職業的)にお 

 世話になります。今後も処置をよろしくお願 

 いします。             1,000 

・堤正博会員 ○浦次人吉警察署長様、卓話あ 

 りがとうございました。人吉球磨地方の安 

 心・安全のため、頑張っていただきますよう 

 お願い致します。○寿崎パストガバナーのご 

 来訪、心から歓迎致します。いつまでもお元 

 気でご指導宜しくお願い致します。  3,000 

・宮原会長 浦次署長、卓話ありがとうござい 

 ました。寿崎パストガバナーようこそいらっ 

 しゃいました。           1,000 

・浦田会員 9月度ゴルフ優勝致しました。 

                   5,000 

・有村会員 赤池さんの法務大臣表彰おめでと 

 うございます。浦次警察署長の卓話ありがと 

 うございました。          2,000 

・堤脩会員 ○寿崎パストガバナーご来訪あり 

 がとうございました。○浦次署長、卓話あり 

 がとうございました。        2,000 

・伊久美会員 やっとＢ.Ｂ、敢闘賞から脱出出 

 来ました。             2,000 

・和田会員 親睦ゴルフで大量の賞品をいただ 

 きました。ありがとうございます。  2,000 

・安達会員 娘の天音美広が9月20日(火)の深夜 

 12時55分よりＴＫＵの“夜はホンネで”に出 

 演し、新曲を歌っています。よろしければ見 

 て下さい。             5,000 

・浅野会員 ゴルフ表彰ありがとうございま 

 す。お礼にニコニコします。     1,000 

・片岡忠雄会員 講習会出席のため、途中退席 

 します。              1,000 

・北会員 父の月命日のため、帰ります。1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード9/16合計60,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】  和田栄司委員長 

・宮原会長 ①米山功労者有村会員、②マルチ 

 プル･ポール･ハリス･フェロー赤池会員、岩本 

 泰典会員、③警察功労者武末会員、それぞれ 

 の受賞おめでとうございます。     $50 

 

      点 鐘  宮原和広会長 


