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      渡辺洋文会長 
  

  ｢年次基金への2012-13年度の寄付が１億1,500万

ドルとなり、過去最高の寄付額を記録しました。

この達成は、皆さまのような世界中のロータリー

のリーダーによるご尽力のおかげです。この場を

お借りして、心より御礼申し上げます。｣と言う

ニュースレターが今日届いていました。 

 ９月はロータリーの「新世代のための月間」で

す。ロータリーには、ローターアクト、インター

アクト、RYLA、青少年交換など、若者を対象にし

たさまざまなプログラムがあります。未来のリー

ダーを応援するのも、ロータリーの大切な活動の

一つです。 

 ローターアクトとインターアクトの違い、ロー

タリーは若者のために、インターアクトクラブと

ローターアクトクラブの２つの組織を後援してい

ます。これらのクラブは、地方のロータリークラ

ブによって後援されており、社会奉仕の非常に重

要な一部です。 

 インターアクト(International Action)は年齢

14歳から18歳または高校の若者のための世界的な

組織です。日本では高校を中心にして、数多くの

インターアクト・クラブを後援しています。イン

ターアクトクラブは、学校外でも活動しますが、

ロータリーのアドバイザーと共に、公共の施設や

他の適当な場所で会合を開きます。ローターアク

トは18歳から30歳の若者の世界的な組織です。殆

どのローターアクト・クラブは大学生ですが、地

域社会の若者を対象にしているクラブもありま

す。ローターアクト・クラブの卒業生の多くの

は、ロータリー会員の素晴らしい候補者です。ア

メリカでは、小学生や中学生などのインターアク

ターよりも若い子供たちのクラブを後援している

ロータリークラブもありますが、これは現時点で

は国際ロータリーの正式の承認を受けていませ

ん。このようなプロジェクトの一つはアーリー・

アクトと呼ばれています。 

 話は変わりますが、ロータリークラブのスマー

トフォン用アプリが有るのをご存じでしょうか？ 

 ClubLocatorと言うのですが、世界中のロータ

リークラブを検索できるアプリです。 

 keyword検索では、 

 keyword/country/state/district/meeting day 

を任意で入力して、目的のクラブを検索する事が

出来ます。目的のクラブが見つかるとClub ID・ 

District ID・ 住所・地図・例会曜日と時間・会

長名･電話番号･メールアドレスなどが表示されま

す。Near Me と言う機能がありますが、これは、

たとえば出張や旅行で自分が居る場所でこのボタ

ンをタッチするだけで近くのロータリークラブを

表示してくれると言う機能があります。 

 出張や旅先で急にメイクアップ出来ないかな？

と思ったときには凄く便利だと思いませんか？そ

の他にもお気に入りのクラブをまとめて登録して

おける、Favoritesと言う機能もあります。 

 Google PlayやApple Storeでrotary club で検

索すれば出てきますので、興味のある方は是非試

してみて下さい。 

 ９月４日(水)地区大会企画委員会が有りまし

た。特に報告するような事はありませんが、地区

大会事前アンケートの集計結果と言う事で、配布

者2268名に対して、回答者1364名未回答者904名、

回答者の中で参加希望者855名、宿泊希望者584名

だそうです。地区大会実行委員会組織図(案)は掲

示板に貼っておきましたので、興味がある方は見

ておいて下さい。 
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【連絡事項】  

①「第12回ロータリー全国囲碁大会」の案内が届い 

 ております。11/2（土）日本棋院会館にて、登録 

 料は￥7,000となっております。 

②球磨の民謡全国選手権大会実行委員会より、第２ 

 回実行委員会の資料が届いております。 

 →渡辺会長へお渡しします。   

③熊本県青少年育成県民会議より第35回「少年の主 

 張」熊本県大会の開催案内が届いております。 

   日時：9/14（土）13：00～16：00  

   場所：人吉市カルチャーパレス  

  →馬場新世代委員長へお渡しします。 

④人吉オープンゴルフ大会実行委員会より委員会開 

 催案内が届いております。   

   日時：9/6（金）14：30～ 

   場所：人吉商工会議所2Ｆ常議委員会室 

  →村山親睦委員長へお渡しします。  

⑤明日9/7(土)は荒尾ＲＣ35周年記念式典となって 

 おります。登録頂きました皆様は、お茶の五木園 

 薩摩瀬店「梅花庵」駐車場を13時30分出発となっ 

 ておりますので、５分前までにご集合下さい。 

【回覧物】       

  人吉総合病院広報誌「翔」 指宿ＲＣ週報  

【例会変更・取止め】     

宇土ＲＣ9/18→9/18 10:00～献血活動例会の為                  

            「宇土シテｲ」  

3RC合同例会(八代北･宇城･宇土）9/27(金) 

            18:30～「宝友」 

指宿ＲＣ9/10→夜の例会へ18：30～「いわさきホテル」             

〃  9/17→夜の例会へ18:30～「フェニックスホテル」

  

 浅野 強委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＳＡＡ】           漆野智康委員長 

    例会場レイアウト変更のお知らせ 

 来週例会より例会場レイアウトの変更を試みたい

と思います。卓話台を現在の位置から左側中央に移

動します。これから色々と考えていきたいと思いま

すのでご協力をお願い致します。 

【ローターアクト委員会】    安達玄一委員長 

    人吉ローターアクトクラブ 

     ９月第一例会のご案内 

    ９月１２日(木）午後７時30分～ 

      立山商店 茶の蔵にて 

   皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【親睦委員会】        村山能史委員長 

 

【プログラム委員会】 

 

       外 部 卓 話 

 

講師紹介             尾方芳樹会員 

  

プロフィール 

 人吉警察署長  古庄幸男 様（53歳） 

 山鹿市出身、鹿本高校、福岡大学法学部卒業 

 昭和58年4月 熊本県警察官採用 

 平成19年6月 熊本北警察署地域官 

 平成21年3月 交通指導課次席 

 平成22年3月 監察官兼監察課次席 

 平成23年3月 九州管区警察局 

       熊本県情報通信部機動通信課長 

 平成25年3月 人吉警察署長 

・趣味 

 とにかく体を動かすこと。５年前に始めたバドミ

ントン、週２回汗を流している。ジョギングは週に

２.３回、最近では３月にパールラインマラソン

（ハーフ）に出場。ハイキング程度の夏山登山、ゴ

ルフは付き合い程度。 

・好きな言葉（座右の銘） 

 『虚心坦懐』 こころにわだかまりもなく、さっ

ぱりして平らな心、そうした心で物事に臨むさま。

何事にも先入観を持たず平常心でありたいと思って

いる。 

・家族 熊本市自宅に妻と娘3人を残し単身赴任中 

 

     『 警察治安対策の取組状況について 』  

  

  皆様こんにちは。 

  ただいまご紹介いただきました

人吉警察署の古庄でございます。 

本日は人吉ロータリークラブの定

例会にご案内をいただき、また、

本日の出席率 

会   員   数   66名    73.02% 

出 席 免 除   3名 8 / 2 3 出席率 74.19％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 16名 

出 席 者 数 46名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  石蔵・宮山・北・堤正・齊藤・井手・山田・中村・渕田 

  上田・水野・和田・丸尾・木村・外山・有村・田中 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 SAA.親睦 家庭集会；村山・漆野 

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ.ﾆｺﾆｺ箱.出席合同家庭集会； 

  伊久美･山口・浅野・片岡啓・葉山・平田・青木・戸高・鳥井 

  多良木RC例会；山賀 / 人吉RAC例会；渡辺・井手・山賀 

 新世代・ローターアクト委員会合同家庭集会；本田  

９月の誕生祝い ９月の誕生祝い   

大久保勝人会員  ７日  

丸尾 孜会員   ９日  

安達玄一会員   １６日  

井手富浩会員   ２４日  

中川貴夫会員  ２９日  

９月の結婚祝い ９月の結婚祝い   

尾上暢浩会員   １０日  



このようにお話をする機会をいただき、ありがとう

ございます。また、皆様には、平素から警察行政各

般にわたり、深いご理解とご協力を頂いていること

につきまして厚くお礼を申し上げます。地域のリー

ダーとして活躍されている皆様方に対し、私がお話

できることなど経験も知識も持ち合わせておりませ

んので、今回のお話を頂いた時も何を話そうかとな

かなか困りましたが、折角の機会ですので、現在、

警察が取り組んでいる施策についてご説明させてい

ただきます。それでは配布資料をご覧下さい。 

 まず、県下の治安情勢について説明します。 

 この表は、過去５年間、本年８月までの発生、検

挙状況を示しています。熊本県下の刑法犯の発生件

数は、平成15年をピークに減少しております。本年

も８月末現在、前年同期に比べ557件減少しておりま

す。これは警察による街頭犯罪防止対策、犯罪少年

の減少等によるものと考えております。検挙件数や

検挙人員につきましても、発生件数と比例して減少

しております。要因としては、少年人口の減少、犯

罪の巧妙化、複雑化、犯罪の匿名性等が影響してい

るものと考えております。 

 一方、当署管内の治安情勢につきましては、過去

５年間を見てみますと、県下と同様、刑法犯の発生

件数、検挙件数ともに減少傾向で推移しています。

ただし、本年８月末現在、刑法犯の発生件数は増加

しており、検挙件数は大幅に減少しております。発

生件数は、夏休みに入った８月に急増し、万引き、

車上ねらい、空き巣等の窃盗事件が増加しておりま

す。検挙件数の減少にあっては、昨年、余罪多数の

不良少年グループを検挙したことも要因です。 

 次に、交通事故情勢についてご説明します。戦後

復興とともにモータリゼーション時代の到来により

交通事故が多発したことはご存知のとおりですが、

昭和45年には全国の交通事故による死者が、16,765

人となりました。昭和34年に初めて１万人を超え、

昭和50年まで連続して１万人を超えましたが、昭和

51年からは8,000人から9,000人前後でしばらく推移

し、昭和63年には再び１万人を超え、平成７年まで

の８年間は連続して１万人を超えていました。 

 この間、国は、交通安全基本計画を策定するなど

して、全国の自治体、交通関係団体、警察等が交通

事故防止対策に心血を注ぎました。 

 交通事故防止対策や道路交通法の改正等の効果も

あり、平成８年からは、除々に減り始め、平成13年

には20年ぶりに9,000人を下回り、平成15年には、昭

和32年以来8,000人を下回りました。平成19年には、

昭和28年以来54年ぶりに5,000人台となり、平成21年

には4,914人、昭和27年以来57年ぶりに4,000人台と

なりました。 

 昨年は、4,411人とピーク時の約26％と大幅に減少

しました。当署管内の交通事故情勢については、全

国及び県下の傾向と同様に減少傾向で推移していま

す。特に、本年は、現在まで死亡事故がありませ

ん。ありませんが、昨年も７月末までは死亡事故が

ゼロでしたが、８月１日を皮切りに、年末まで５件

６人の死亡事故が発生しておりますので、全く油断

できない状況です。 

 交通事故の特徴としては、追突又は出合い頭の事

故が約７割を占めていますし、単路での事故が約４

割強、交差点又は交差点付近が４割強となっていま

す。このデータから見ますと、人吉署管内では、追

突事故や交差点付近における出合い頭の事故に注意

する必要があります。 

 その他としまして、３つご説明します。 

 まず１つ目が、振り込め詐欺事件の状況です。 

県下では、平成24年中、振り込め詐欺（オレオレ詐

欺等４類型）が45件、振り込め詐欺以外の特殊詐欺

（金融商品等取引等4類型）が44件、被害総額約５億

円の被害がありました。平成23年中は、振り込め詐

欺が20件、特殊詐欺が19件、被害総額が約1億7,000

万円でしたので、大幅に増加しています。本年8月末

現在、合計36件、前年同期比22件の減少、被害総額

は約2億円です。 

 一方、当署管内では、平成24年中の発生はありま

せんでしたが、本年は、２件、被害総額約1,700万円

の被害が発生しています。 

 ２つ目が、子ども・女性が被害者となる犯罪の発

生状況です。子ども・女性が被害者となる犯罪に

は、強制わいせつ、公然わいせつ、声かけ、つきま

とい等があります。 

 県下では、平成24年中、1,198件、前年比192件も

増加しています。深夜連れ回しや声かけ事案が多く

発生していますが、強制わいせつ、公然わいせつ、

つきまとい等も少なからず発生しています。検挙件

数は、指導・警告件数も含め約200件ほどですので、

検挙率は20割にも満たない状況です。本年８月末現

在の発生件数は、若干減少していますが、油断はで

きない状況です。 

 一方、当署管内では、平成24年中43件発生し、前

年に比べ19件も増加しました。本年８月末現在、23

件、前年同期比４件の減少でした。検挙件数は、指

導・警告件数も含め、４件４人、本年８月末現在９

件５人と大幅に増加しています。 

 特に、重大な事件に発展する恐れのある声かけ

は、平成24年中は12件発生し、本年８月末では既に

９件、前年同期比５件の増加となっています。 

 公然わいせつ事件も、屋外だけでなく、ショッピ

ングセンター等の店舗内でも発生しています。学識

別では、小・中・高校生の被害は半数を超えていま

す。現在、三重県下で中学生が帰宅途中に殺害され

た事件が連日報道されていますが、パトロールを強

化し、未然防止に取り組んでいます。 

 ３つ目が、暴力団情勢です。 

 県下には30組織、約880人の暴力団がいます。当署

管内には暴力団事務所はありませんが、組員は２人

を認定しています。 

 本年５月には、暴力団組員ということを隠し銀行

の預金通帳を作ったとして多良木警察署管内の暴力

団員を通帳詐欺で逮捕しています。 

 大きな２つ目として、県警が、平成23年から２か

年計画で取り組んでいる治安対策、「安全・安心く

まもと」実現計画2012についてご説明します。 

 これまでにも説明していますように、刑法犯発生

件数や交通事故件数、交通事故死者数は、ここ数年

減少していますが、県民の皆様が肌で感じる治安、

これを統計的な指数治安に対し体感治安と表現して

いますが、県民の皆様が肌で感じている治安状況

は、まだまだで、身近に発生する街頭犯罪、窃盗事



す。そこで、人的基盤の充実・強化、県民の安

全・安心に寄与する情報の積極的な発信、交番・

駐在所の機能強化等５つの施策を推進中です。 

 終わりになりましたが、治安を担う警察と致し

ましては、今後も、地域住民の皆様方のご意見、

ご要望を伺いながら、署員一丸となって、「安全

で安心な人吉・球磨地域」の実現に向け、精一

杯、尽力して参りたいと考えておりますので、引

き続き、皆様方の、ご理解とご協力を宜しくお願

い致します。 

 本日は、ご静聴頂き誠にありがとうございまし

た。 

 

【ニコニコ箱委員会】      青木一幸委員長 

・渡辺会長 古庄署長様、卓話ありがとうござい 

 ました。                

・尾方会員 古庄署長、卓話ありがとうございま 

 した。黒川係長様、ご苦労様です。    

・釜田会員 人吉警察署長古庄幸男様、警部補黒 

 川貴司様、卓話ありがとうございます。  

・武末会員 古庄署長、黒川総務係長、ようこ 

 そ！今日は卓話ありがとうございました。 

・小林祐介会員 古庄署長、黒川係長、ようこそ 

 いらっしゃいました。また、卓話ありがとうご 

 ざいました。              

・大久保会員 人吉警察署長、卓話ありがとうご 

 ざいました。又、明日誕生日を迎えます。年齢 

 に負けず頑張ります。ありがとうございまし 

 た。                  

・塚本会員 古庄署長様、黒川係長様、今日はよ 

 うこそお越し頂きありがとうございました。 

                     

・延岡会員 古庄署長、お忙しい中、卓話ありが 

 とうございました。少年警察ボランティアでも 

 大変お世話になっております。今度同級会の 

 「ししね会」にも是非お招きしたいと思いま 

 す。                  

・鳥井会員 人吉警察署長古庄幸男様、卓話あり 

 がとうございました。犯罪のない人吉市へ向け 

 て益々のご活躍をお祈り致します。    

・葉山会員 今日は久々に例会進行をさせて頂き 

 ました。古庄人吉警察署長に時間配分を御相談 

 しました処、時間通りに話をまとめて頂き感謝 

 致します。と共に、年に数回は警察署の右奥に 

 仕事の関係上お邪魔しますので宜しくお願いし 

 ます。                 

・青木会員 古庄署長様、黒川係長様、本日は例 

 会に参加頂き有難うございました。今後とも宜 

 しくお願い致します。          

【Ｒ財委員会】 

・延岡会員 古庄署長、お忙しい中、卓話ありが 

 とうございました。           

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 全国の米山奨学生が昨年度は800名 

 でしたが、今年度は寄付減少のため700名となり 

 ました。どうか皆様のご協力をお願いいたしま 

 す。                  

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

件、振り込め詐欺、インターネット等を利用したサ

イバー犯罪、通学路の交通事故防止対策、暴力団に

よる犯罪等の検挙を望む声が多く寄せられていま

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、昨年１月から本年１２月末までの２

か年間の治安対策である「安全・安心くまもと実現

計画2012」を策定し、推進中であります。 

 まず、基本理念は、 

 「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～ 

の実現を掲げ、基本目標として、３点、 

 ・安全・安心を体感できる犯罪防止 

 ・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。 

 安全・安心を体感できる犯罪防止では、刑法犯の

発生件数を前年よりも減少させるという目標を掲げ

ています。 

 また、交通死傷事故の抑止では、死傷者数、死者

数の抑止目標を掲げました。さらには、県民生活を

脅かす犯罪の検挙では、窃盗犯の検挙、暴力団の検

挙を目標に掲げております。重点は８項目43施策を

掲げて取り組んでおります。お手元に配布しており

ます「2013くまもとのまもり」の３から４ページを

ご覧下さい。 

 まず１つ目に、「犯罪の起きにくい社会づくり」

です。街頭犯罪、侵入犯罪等抑止対策の推進、子ど

もと女性を犯罪から守る警察活動の推進、振り込め

詐欺から県民を守る対策の推進等５つの施策を推進

中です。 

 ２つ目に、「県民を脅かす犯罪の徹底検挙」で

す。迅速・的確な初動警察活動による組織の瞬発力

の強化、重要犯罪の徹底検挙、サイバー犯罪対策の

推進、被害者の立場に立った被害の届出等の迅速・

確実な受理と対応等10の施策を推進中です。 

 ３つ目が、｢思いやりのある安全な交通社会の実

現」です。人命尊重の交通安全意識の醸成、道路交

通秩序の維持、通学路における交通対策の推進等６

つの施策を推進中です。 

 ４つ目が、「高齢者の安全の確保」です。高齢者

の不安を解消する活動の推進、高齢者を交通事故か

ら守る対策の推進、地域社会と連携した要保護高齢

者対策の推進等４つの施策を推進中です。 

 ５つ目が、「少年の健全育成と保護対策の強化」

です。非行少年を生まない社会づくりの推進、厳正

かつ適正な少年非行対策の推進等３つの施策を推進

中です。 

 ６つ目が、「暴力団による組織犯罪の封圧」で

す。暴力団対策の推進、薬物・銃器対策の推進、来

日外国人犯罪対策の推進等５つの施策を推進中で

す。 

 ７つ目が、「災害・テロ等緊急事態対策の強化」

です。テロの未然防止対策の推進、10月26日から開

催予定の「全国豊かな海づくり大会」の開催に伴う

総合対策の推進等４つの施策を推進中です。 

 ８つ目が、「県民のための警察の確立」です。団

塊の世代の方達がリタイアされ、警察も同様に大量

退職、若手警察官の大量採用の時期を迎えておりま


