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 金木犀(きんもくせ

い)の香りが、秋風に

乗って漂う爽やかな気

候となりました。 

  去る９月 28日 (金 )

に、Ｒ情報委員会・会

員組織増強委員会・職

業分類委員会・会員選

考委員会の４委員会合

同家庭集会が開催されました。各委員会が本

年の方針・計画に沿って、現在までの経過を

報告されましたが、新入会員の増強がなかな

か上手くいかない為に、どの委員会も開店休

業状態のようでした。パスト会長会のような

豪華なメンバーでの活発な討論が交わされま

した。その中で、ガバナー公式訪問時に、来

年よりＲＩの規定審議会にて採択されるであ

ろう『例会出席義務』の件に関して、人吉Ｒ

Ｃでは重要な事項であり、これは細則を変更
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してでも人吉ＲＣの伝統を守った方がよい、と

云うような貴重な意見も出されました。 

 このような集まりは年度途中に一～二度開催

することは必要であると感じました。また、現

状の状態を何としてでも打破するために、増強

委員会の尾方委員長より『テーブル・ミーティ

ング』の開催案が出され、ロータリアンに相応

しい人が、どなたがいないものか、会員の皆さ

んのアイデアや情報を聞けばどうだろうか。と

云う助言も頂きました。 

 この件に関しましては、早々にテーブル・

ミーティングを開催したいと思いますので、み

なさんの頭の片隅においていただき、事前に候

補者のピックアップをしていただくようにお願

いしたいと思います。 

 次に、今月の『ガバナー月信』が届いていま

すので、簡単に紹介させていただきます。 

 １０月は職業奉仕及び米山月間という事で、

１０月号のガバナーメッセージでは、ロータ

リーにおける職業奉仕の基本というテーマで、

私には少々心苦しい事が述べられていました。

また、米山奨学会が、本年１月に公益財団法人

ロータリー米山奨学会として登記を完了し、日

本で学ぶ外国人留学生を支援する国内最大の民

間国際奨学事業団体となった事と現状が綴られ

ています。 

 また、ガバナー公式訪問報告では、人吉ＲＣ

も第６グループの他クラブと共に掲載されてい

ますので、ご覧になって下さい。また、先月開

催されました米山奨学セミナーと、米山奨学記

念委員会の阿蘇での夏季研修会の報告が掲載さ

れています。 

 最後に、次週９日は青井阿蘇神社のおくんち

祭りです。当日は、赤い羽根共同募金の街頭募

金活動を各奉仕団体が、街の角々ごとに立って

協力を呼びかけますが、我が人吉ＲＣでも社会

奉仕委員会の本田委員長と、プログラム委員会

１０月 職業奉仕米山月間 
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の平田委員長が、人吉ロータリークラブを代表

して参加されます。ご苦労様です。みなさん

も、街頭募金活動中のお二人を見かけたら、是

非募金に協力してください。 

 本日の最後に残念な話をしなければなりませ

ん。浅野幹事より報告があると思いますが、牛

島会員が、８月末に病気療養のために出席免除

願いが出されていました。そして、９月末付で

退会届けが提出されました。誠に残念ではあり

ますが、牛島さんの一日も早い回復をお祈りし

ます。 

 

 

    浅野 強 幹事 
 

【第５回理事会の承認事項】  

１号議案 人吉市国際交流協会年会費納入1万円  

２号議案 青井阿蘇神社例大祭「おくんち祭」 

     に伴う奉賛金協賛1万円 

３号議案 第5回人吉オープンゴルフ大会の協賛 

     金２万円 

４号議案 全国ローターアクト研修会協賛５千円  

５号議案 牛島スミ子会員退会(定款第10条第8

節に基づき書面にて9月30日付けで退会届提出) 

 

【連絡事項】  

１．人吉青年会議所より「実践・交流力アップ 

  講演会 みんなでつくる球磨人吉」の案内  

  本田会員が講師です。10月18日(木)19時～ 

  21時 東西コミセン、昨日までが申し込み締 

  め切りでしたが、出席されたい方は掲示板 

  に申込み用紙がありますので名前記入願い 

  ます。 

２．共同募金「職域募金」の案内 

  [本田社会奉仕委員長へ] 

３．10月12日はクラブ協議会を開催します。   

  クラブ運営委員会＝親睦、SAA、プログラ 

  ム、出席の４委員会。奉仕プロジェクト＝ 

  社会奉仕、環境保全、新世代、米山奨学、 

  Ｒ財団の５委員会  

【回覧物】     

 ・湯布院ＲＣ、玉名ＲＣの週報   

 ・人吉総合病院広報誌｢翔｣  

【例会の変更及び取り止め】 [掲示版]  

  八代南RC 熊本江南RC 指宿RC 水俣RC  

    

 

 

 

 

 

  
    戸高克彦委員

  

【親睦委員会】        漆野智康委員長 

本日の出席率 

会  員  数   67名   85.94% 

出 席 免 除 3名 9 / 21例会出席率  85.94％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 9名 

出 席 者 数 55名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 青木・延岡・木村・石原・中村・山田・堤正・宮山・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

職業奉仕･社会奉仕･環境保全合同家庭集会； 

   板井･丸尾･齊藤･大賀･釜田･堤正･岩本泰･片岡忠･岩本光 

 

  

  

  

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 岩本泰典 85 18 ６7 

準優勝 鳥越博治 111 36 75 

３位 水野虎彦 96 19 77 

ＢＢ 齊藤日早子 114 36 78 

敢闘 浦田繁喜 105 １2 93 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  ② 該当なし   ⑧ 岩本泰典 

  ⑫ 尾方芳樹   ⑮ 齊藤日早子  

ﾄﾞﾗｺﾝ  

70歳以上 
 ⑤ 鳥越博治 

 ⑱ 尾方芳樹 

69歳以下 
 ⑤ 浅野 強 

 ⑱ 該当なし 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
70歳以上 岩本泰典 40・45・85 

６9歳以下 浅野 強  45・44・８9 



【プログラム委員会】  

 

      外 部 卓 話 

 

＜講師紹介＞         尾方芳樹会員  

 

     講師 熊本県人吉警察署  

        署長 平田 豊満
ひらた  とよみつ

 様 

 昭和46年に警察官を拝命し、初勤務地、宇城

警察署（旧松橋）地域課、熊本北警察署、機動

隊、八代、熊本東警察署など19所属に勤務。 

 前任地の警察本部少年課長から、本年３月５

日付けで人吉警察署長に着任。 

 趣味はゴルフとウォーキング。そして温泉周

りを楽しんでおられるそうです。宇土市に妻と

愛犬を残して単身赴任中、子供二人はそれぞれ

独立。 

 72人の署員をまとめる立場「地域住民の方々

の目線に立って仕事を進めることが大切。挙署

一体となって職務に当たる。」 

 座右の銘は、「今がチャンス！」 

 

 本日は、安全で安心な地域づくりについてお

話をして頂きます。宜しくお願い致します。 

 

 

 

「安全で、安心な地域づくりの推進について」 

 

 只今、御紹介を頂きま

した人吉警察署長の平田

でございます。 

 本日は格式と伝統ある

「人吉ロータリークラ

ブ」の定例会にご案内を

頂いたうえに、貴重な時

間を拝借して卓話の機会を頂き、心から感謝を

申し上げます。また、皆様には、日頃から、警

察活動全般にわたりまして、この場をお借りし

て、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本日は、折角の機会を頂きましたが、

地域のリーダーの皆様ばかりがお集まりのこの

会合で、私から皆様にお話をさせて頂くことが

できるのは、やはり、治安情勢の事となります

ので、本日は、 

「安全で、安心な地域づくりの推進について」 

ということで話をさせて頂きたいと思います。 

 まず、人吉警察署の体制等について、若干、

御紹介をさせて頂きます。 

 現在、人吉警察署には、警察職員74名が勤務

をしております。平均年齢は38歳で、各年代ご

とのバランスも良く、お陰様で、働き盛りの職

員が揃っておりまして、警察署としていい体制

ができあがっております。 

 このうち、数人は、自宅を持っているなどの

理由で、隣接の多良木署管内等に居住しており

ますが、それ以外の者は殆ど、人吉警察署管内

に居住しておりますので、突発的な緊急事案等

が発生しました場合でも、いつでも、すぐに全

署員を招集して対応できる体制をとっておりま

す。 

 また、管内には、二日町交番の他に、９箇所

の駐在所がありまして、それぞれの地域で、犯

罪や交通事故防止活動に取り組んでいるところ

でございます。 

 それでは、「安全で、安心な地域づくり」の

ための県警の指針であります「安全・安心くま

もと実現計画２０１２」に基づき、お話しをさ

せていただきます。 

 この「安全・安心くまもと実現計画」につき

ましては、「警察が、県民の皆様にお約束をし

た業務指針」でございまして、本年1月から12

月までの、今後２年間の取組み計画でございま

すが、安全で安心な地域づくりの推進には、

「住民の皆様の御理解と、官民一体となった連

携・協働」が必要でございますので、御紹介を

させて頂きたいと思います。 

 最初に、「熊本県の犯罪や交通事故の情勢」

について説明をさせて頂きます。 

 

１．まず、「刑法犯認知件数・検挙件数・検挙

人員の推移」でございます。 

 最初に、犯罪の認知件数、つまり、県民の皆

様が何らかの刑法犯の被害に遭われ、警察に届

けられた件数でございます。 

 平成15年は、約29,000件の犯罪の届け出が

あっておりましたが、昨年は、約14,000件で、

熊本県内の犯罪の発生は10年前に比べますと半

減をしております。これは、県民の皆様の犯罪

の未然防止に対する意識が以前に比べ高まって

きていることや、自治体や関係機関、防犯ボラ

ンティアの皆様の犯罪抑止活動が功を奏してき

ているものと考えられるところでございます。  

 発生した犯罪の検挙率につきましては、全国

平均では、発生の約３割の検挙率でございます

が、本県ではここ数年、約４割強を検挙してい

る状況にございます。人吉警察署管内では、昨

年、338件の刑法犯を認知しておりまして、前

年に比べ11件減少しており、ここ数年、毎年、

減少傾向にございます。検挙は、152件で、検

挙率は45％となっております。 

 

２．次に、「重要犯罪の認知件数・検挙件数・

検挙人数・検挙率の推移」でございます。 

 重要犯罪とは、「殺人、強盗、放火、強姦、

誘拐、強制わいせつ」の６つの罪種のことを指



しております。 

 県内では、ここ数年、100件を超える重要犯

罪が発生しております。重要犯罪の検挙は、発

生した事件の約７割から８割となっておりま

す。ちなみに、昨年県内では、殺人事件が15件

発生しておりますが、全て、被疑者を検挙して

おり、検挙率は100パーセントでございます。  

 また、強盗事件は、昨年23件発生しており、

20件を検挙し、検挙率は87％で、未検挙事件に

ついては、現在も継続して捜査を実施しておる

ところでございます。 

 

３．次に、暴力団の検挙状況でございます。 

 県内では、現在、警察が把握しております暴

力団は、３４団体、1,090人（Ｈ23.12月末現

在）です。 

 現在、九州では、道仁会と誠道会の対立抗争

が続いており、特に、福岡県内におきまして

は、暴力団担当であった元警察官が襲撃された

り、最近は手榴弾を投げ込んだりと、事件の内

容が一段と凶悪化してきております。 

 熊本県でも、関連事件として、けん銃使用の

殺人未遂事件が２件発生するなど、依然として

終息のめどはたっておらず、余談を許さない厳

しい情勢でございます。 

このような情勢の中、暴力団事件の検挙状況

は、本県では、年間約250人ほどを検挙してお

りまして、覚せい剤などの薬物事件や粗暴犯事

件などが多くなっております。 

 人吉署管内では、現在のところ、組織として

の大きな動きはあっておりませんが、気を緩め

ることなく、暴力団が絡んだ事件につきまして

は、今後も引き続き徹底した取締りを実施して

行くこととしております。 

 

４．次に、交通事故の状況についてでございま

す。 

 熊本県では、過去数年は１万件余りの人身交

通事故が発生しておりましたが、ここ数年は、

発生件数と事故により怪我をされた方は、年々

減少をしてきております。 

 しかし、昨年は、死亡事故により亡くなられ

た方が増加に転じ、86人の方が亡くなられてお

り、前年に比べると８人増加しております。 

 本年は、９月末現在、 

   発生   7,120件 （前年比－502件） 

   死者     54人 （前年比＋1人） 

   負傷者 9,071人 （前年比－758人） 

となっております。 

 交通死亡事故の中では、やはり高齢者（65歳

以上）の方が多く被害に遭っておられます。高

齢者の方の死亡事故に占める割合は、昨年は、

死亡事故の約49パーセント、約半数が高齢者の

方が被害に遭っておられます。しかし、今年

は、高齢者の方が事故により亡くなられた割合

が非常に高くなっておりまして、交通死亡事故

で亡くなられた54人の内、38人が高齢者で、全

体の70％を占めております。中でも、道路を横

断中に車に跳ねられるという事故が多発してお

ります。人吉警察署管内におきましては、本年

に入りまして、発生件数や怪我をされた方は、

約１割ほど減少しております。しかし、７月ま

で発生がなかった交通死亡事故が８月の１ヶ月

間に、連続して３件発生し、３人の方が亡く

なっておられます。この３件の交通事故は、い

ずれも、 

・交差点における事故 

・形態としては、車対、歩行者または自転車 

・亡くなられた３人の方は、いずれも、運転者

側から見ると道路を右から左に横断中 

に、車から跳ねられて亡くなっておられます。

また、車を運転していた方は、いずれも、 

・前方を良く確認していなかった「安全不確

認」が事故の大きな原因となっております。 

 この３件の事故では、事故を起こした方の１

人と、亡くなられた方１人の合計２人の方が高

齢者の方でした。 

 交通事故は、誰もが当事者となる可能性があ

ります。行楽期に入りまして、人吉球磨地域も

これから交通量の増加も予想されますし、日に

日に夕暮れも早くなりますので、皆様方も運転

の際は、くれぐれも交通事故の防止に気を付け

て頂きたいと思います。 

 

５．治安情勢の最後は、少年非行の状況でござ

います。県内の刑法犯少年につきましては、平

成15年の2,700人余りをピークに年々減少して

おりまして、昨年は、約1,400人で、10年前の

平成15年からしますと半減しております。 

 人吉警察署管内は、昨年、46人の少年を検挙

補導しており、前年に比べ7人減少しておりま

す。 

 46人の内、35人が万引きや、自転車盗などの

窃盗であります。 

 

６．以上、これまで、県内及び人吉警察署管内

の犯罪の発生状況について、簡単にご説明を申

し上げましたが、皆様の御理解と御協力のお陰

をもちまして、県内の犯罪や交通事故等につき

ましては、いずれも減少をしてきている状況に

ございます。 

 しかしながら、県内におきましては、これま

でお話し致しましたように、「殺人や強盗事件

などの凶悪事件」や、「女性や子どもを対象と

した声かけ事案」、「高齢者が被害者となる犯

罪や交通死亡事故」なども依然として発生して



おりまして、県民の皆様方が直接肌で感じられ

るほどの体感治安の改善には至っていないもの

と考えられます。 

 そこで、県民の皆様方が安全で、安心して生

活ができる「犯罪の起きにくい社会づくり」を

実現していくためには、警察のさらなる積極的

な取組みはもとより、冒頭で申し上げましたと

おり、「社会における規範意識の向上」と、こ

れまで以上に「警察と地域社会とが連携した取

組みを推進していくこと」が重要となって参り

ます。 

 そこで、このような治安情勢等を踏まえまし

て、本県警察では、本年１月、「安全・安心く

まもと実現計画2012」を策定したところでござ

います。 

 基本理念として、 

 「県民の期待と信頼に応える力強い警察」 

～県民とともに築く安全・安心な社会～ 

を掲げ、基本目標として、３点、 

  ・ 安全・安心を体感できる犯罪抑止 

  ・ 交通死傷事故の抑止 

  ・ 県民生活を脅かす犯罪の検挙 

を定めております。 

 熊本県警察におきましては、只今申し上げま

した、この基本目標を達成するため、大きく８

項目の重点を定めて、県警察の総力挙げて取り

組んでいくこととしておるところでございま

す。 

 内容について、３点ほど、かいつまんで御紹

介いたします。 

 １点目は、「犯罪の起きにくい社会づくり」

についてでございます。県民の皆様は、最も望

んでおられるのは、まず、「色々な犯罪が発生

しないこと、犯罪の被害に遭わないこと」であ

ります。 

 警察と致しましては、関係機関、団体、各種

ボランティアなど地域住民の皆様と連携、協働

し、街頭で行なわれる犯罪や、住宅等に侵入し

て行なわれる犯罪、子どもや女性など弱い立場

にある人を犯罪から守る活動、振り込め詐欺の

被害防止など、「犯罪が起きにくい社会づく

り」に取り組んでいくこととしております。 

 ２点目は、「県民生活を脅かす犯罪の徹底検

挙」でございます。これは、殺人や強盗などの

重要犯罪、窃盗事件、振り込め詐欺などの犯罪

については、事件発生直後の初動捜査活動を強

化し、早期に徹底して検挙していくというもの

でございます。 

 また、最近は、多くの事件において、イン

ターネットが利用されていることが多いことか

ら、警察本部には、サイバー犯罪対策室が設置

され、多くの特捜班員が配置されております。 

 インターネットを利用した犯罪は、全国につ

ながっておりますので、ここの捜査員は、常に

全国を駆けめぐって捜査を実施している状況に

ございます。 

 ３点目は、「思いやりのある安全な交通社会

の実現」でございます。交通事故を減らしてい

くためには、道路を利用する全ての人々が、お

互いに思いやりを持って、交通ルールと交通マ

ナーを守っていくことが非常に大切でありま

す。 

 そこで、警察におきましては、交通安全教育

の積極的な推進をはじめ、飲酒運転などの悪質

で危険・迷惑性の高い違反の取締りを強化する

などして、県内における交通事故を１件でも減

らすための取組みを強化しているところでござ

います。 

 その他、今後も、 

 ・ 高齢者の安全確保 

 ・ 少年の健全育成と保護対策の強化  

 ・ 暴力団等による組織犯罪の封圧 

 ・ 災害・テロ等緊急事態対策の強化 

 ・ 県民のための警察の確立 

を、県警の重点として定め、「安全で安心なく

まもとの実現」に向けて、各種の警察活動を強

化していく事としております。 

  

７．終わりになりましたが、人吉警察署と致し

ましては、今後も、地域住民の皆様方の御意見

や御要望をお聞きしながら、こちらの地域の実

態に即した警察活動を、全署員一丸となって取

組み、「安全で安心な人吉・球磨地域」の実現

に向けて、精一杯、頑張って参りたいと考えて

おりますので、引き続き、皆様方の御理解と御

協力をよろしくお願いを致します。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    小林祐介委員 

・牛島スミ子会員 平井年度の９月に入会させ 

 て頂き、今月で丁度10年目になりました。月 

 ４回の例会が楽しみで、ほとんど出席致しま 

 したが、病気療養のため誠に残念ですが退会 

 することになりました。皆様から可愛がって 

 頂いたことなど、夢のように楽しい思い出ば 

 かりで感謝の気持ちでいっぱいです。本当に 

 ありがとうございました。10000 

・山賀会長 人吉警察署長平田様、本日は大変 

 お忙しい中、卓話をしていただきありがとう 



 ございました。今後とも人吉市民のために頑 

 張って下さい。 

・武末会員 人吉警察署長の卓話、ありがとう 

 ございました。 

・伊久美会員 平田署長様、黒川係長様、ご来 

 訪のうえ卓話をいただき、ありがとうござ 

 いました。 

・尾方会員 平田署長、本日の卓話ありがとう 

 ございました。黒川係長、御苦労さまでし 

 た。誕生祝いありがとうございました。12日 

 で70歳になります。 

・大久保会員 平田署長、黒川係長、卓話大変 

 ありがとうございました。 

・丸尾会員 人吉警察署長平田豊満様、卓話あ 

 りがとうございました。 

・岡会員 平田豊満署長の卓話ありがとうござ 

 いました。 

・大賀会員 平田署長いつもお世話になりま 

 す。今日は最後までお話をお聞きしたかった 

 のですが、所用のため早退します。残念で 

 す。 

・水野会員 見開き真ん中下の尾方係長の写 

 真… まさか義兄が写っているとは!?良いお 

 土産ができました。平田様卓話ありがとうご 

 ざいました。 

・石蔵会員 皆様の美声と遠くから心配なまな 

 ざしで見守って頂いた鳥井委員長、渕田会員 

 様のおかげで初バトンを振ることができまし 

 た。ありがとうございます。 

・川越会員 結婚祝ありがとうございました。 

・漆野会員 誕生祝いありがとうございます。 

 21日の荒尾ＲＣとの合同コンペ参加者大募集 

 です。残り枠あと1つです。お早目にお願い 

 します。 

・葉山会員 人吉青年会議所ＯＢの皆様へ報告 

 を致します。現会員の野球大会で、岩本泰典 

 先輩以来の全国大会に出場することが決定 

 （九州大会優勝）しました。 

・板井会員 結婚記念日お祝いありがとうござ 

 います。47年になります。まだ続いていま 

 す。 

・岩本泰典会員 私がゴルフで優勝したら表彰 

 はないのだろうかと思っていました。 

・小林祐介会員 お誕生お祝いありがとうござ 

 いました。また、平田署長、卓話ありがとう 

 ございました。 

・本田会員 午後から知人のご葬儀の為、早退 

 させて頂きます。 

・釜田会員 早退させていただきます。 

 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 
 

  

今後の10月例会予定 
 
10月12日(金) クラブ協議会 

10月19日(金) Ｒ友紹介・新入会員卓話  

10月26日(金) 米山月間卓話 

 

１0月行事予定      
     
 ９日(火) おくんち祭り街頭募金活動 

    （本田会員・平田会員） 

13日(土)～14日(日)  

   2720地区ローターアクト年次大会 (日田) 

20日(土)ローターアクト 

  ４ＲＡ合同ウンスンカルタ大会 (茶の蔵) 

21日(日) 

   荒尾ＲＣ･人吉ＲＣ親睦ゴルフコンペ                     

               （阿蘇）        

27日(土)2720地区 

    Ｒ財団補助金管理セミナー（大分） 

30日(火)米山記念奨学委員会 

    第２回家庭集会 

 

 米山月間卓話 派遣日程   

   米山奨学生チェン君･片岡カウンセラー 

 10/9(火)   熊本05福祉ＲＣ 

 10/15(月) 熊本南ＲＣ 

 10/18(木) 多良木ＲＣ 

 10/24(水) 人吉中央ＲＣ 

 11/13(火) 水俣ＲＣ   

    

 

 

 

 

   『中国のことわざ』 

 古い中国のことわざに｢話して下さい、忘れ

るかも知れませんが…示して下さい、憶えら

れるかも知れません…でも私にも参加させて

下されば、きっと理解できると思います｣ 

 というのがあるそうです。 

 ロータリーがそうです。例会でロータリー

が何をするのか示して見せても記憶に残らな

いことがあります。 

 新会員は、実際に活動に参加して初めて

ロータリーの何かを知るのです。 

 新会員が配属された委員会の委員長のリー

ダーシップによって、新会員はロータリーが

何かを体得するのです。優れた委員長は、全

委員に仕事を委嘱し、その遂行を見守りま

す。 

 そうすることによって、初めて、全会員に

ロータリーの根本精神である｢超我の奉仕｣を

実践させることができるのです。 
 
          …あるクラブ会報より 


