
  
点 鐘        井手富浩 会長 
                                             
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 青木一幸SAA委員長 
 
 
 
 
 
 
司会･進行     新堀純子ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介  井手富浩 会長 
                                  
          人吉警察署  署長       森 教烈  様 

               〃     総務係長   金倉俊二 様 

             えびのＲＣ        石坂乃里子 様    
 
 

     会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは。 まずは、昨日の堤 正博パ

スト会長の叙勲の御祝いには、多くのロータリ

アンの皆様の参加を頂き、ありがとうございま

した。御本人はもとより、私共 人吉ＲＣにとっ

ても、大変うれしく、名誉な事でございまし

た。堤パスト会長、誠におめでとうございま

す。 

  さて本日は、人吉警察署の森 署長様に卓話を

して頂きます。以前にも原署長様には、「海外

勤務」等の話を、谷署長様には、「白バイ隊の

競技会」等の話をして頂きました。奇しくも原

様、谷様、森様 三代続けての、御名字が一文字

であるという偶然に気づかせて頂きましたが、

人吉署管内の治安維持、安心、安全等警察行政

のトップである森 署長様のお話を伺える事を大

変楽しみにさせて頂いております。宜しく御願

通 算 2 9 7 0 回 

2 0 1 8年 2月 2日 

第 2 6 回 例 会 

い致します。 

  さて、私の会長年度も折り返しを過ぎ、あと5

ケ月程となりました。前半を振り返りまして、

一言お話をさせて頂きます。PETSで、会長の役

割は、「効果的なクラブ」を創る事だと説明が

ありました。そして、その「効果的なクラブ」

を創る為の具体的な4つの行動指針が示されてい

ます。 

  まず一つめは、「会員基盤を維持拡大する

（会員を増やす）」です。増強委員会を始めと

する、皆様のおかげで、4名の増員を得ました

が、残念ながら、御逝去されました会員様を含

め4名の退会となり、現状維持となっておりま

す。また、永田ガバナーの示された女性会員、

40歳以下の会員、純増1名以上に対しまして、女

性で40歳以下の会員はクリアしておりますが、

あと5ケ月間で純増1名以上を会員の皆様のお力

で、是非達成したいと思います。宜しく御願い

致します。 二つめは、「奉仕プロジェクトを実

施し、成果をもたらす（汗を流す事業を行

う）」ですが、これは、「命のロータリーキッ

チンカー」事業、「チャレンジカップ陸上競技

大会」等他、数々の事業ですばらしい成果を上

げていると確信しております。（地区大会でガ

バナー特別賞受賞） 三つめは、「ロータリー財

団を支援する（ロータリー財団を活用する）」

ですが、本年度も多くのＰＨＦ、ＭＰＨＦを輩

出し、先日1/27に開催されましたロータリー財

団、地区補助金セミナーにも参加し、次年度も

地区補助金を活用した事業を行います。 

  四つめは、「奉仕できる指導者を育成する{青

少年を含めた指導者の育成}」です。会員の皆様

は、ほとんど企業のリーダーであり、業界の

リーダーであると思います。ＧＥのジャック、

ウェルチの言葉があります。「リーダーになる

前は、成功とは、すべて自分自身の成長を指し

ている。だが、リーダーになれば、成功とは他

の人の成長を意味する」また、「リーダーと

は、目的を示し、メンバーを巻き込み、影響を

与えながらその実現に導く人」。「リーダーと
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  Ｒ財団認証ﾋﾟﾝ贈呈、地区役員委嘱状伝達  

  外部卓話 人吉警察署長 森教烈様 

  ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付ｶｰﾄﾞ 
  

                              本日の進行 



は、地位や権限ではない。リーダーシップとは、

役割であり、行動であり、責任です。どのような

役割を、どのように果し、どのように責任を取る

か、というところにリーダーシップの本質があり

ます。」  会員の皆様全員が、ロータリアンとし

て、自分自身の、リーダーとしての資質を高めつ

つ、ロータリーの活動を通して、周りにより良い

影響を与えながら、次世代のリーダーを育成して

いく。これがクラブ価値を高めることであり、

「入りて学び出でて奉仕せよ」の実践だと思って

おります。あと5ケ月間、宜しく御願い致しま

す。これで会長の時間を終わりです。ありがとう

ございました。 

 

  幹事  石蔵尚之 
 

（理事会承認事項） 

・人吉よさこい祭り2018協賛を承認。3月4日に九 

  日町で開催され九州各県より400人の参加が見

込まれています。のぼり旗(人吉RCの名入れ）を2

本と協賛金 ￥10,000の合わせて￥20,000を支出

致します。ちなみに主催者の人吉よさこい銀翔会

は昨年6月当クラブが地域発展功労者として表彰

しております。 

・職業分類委員会におきまして職業分類表の見直 

  しを行っていただきました。分類貸与者にも変

更がございましたのでいずれも承認致しました。

変更内容につきましては次の通りです。 

①関連分類｢植物性食品｣→｢醤油製造｣｢醤油販 

  売」｢味噌販売｣を｢醤油・味噌製造」に一本化 

  ここに青木会員を分類します。 

②関連分類｢飲食業｣の中の｢酒場｣を削除、山本会 

  員は同じ関連分類の中の｢飲食業｣と致します。 

③事業内容の変更に伴い、小林祐介会員は関連分 

  類｢施設｣の中の｢娯楽施設｣から外れ、関連分類 

  ｢不動産｣の中の｢賃貸業｣へ移動します。   

・第4期人吉RC奨学生が承認されました。人吉高 

  校、球磨工業高校の学校長より推薦が出ました 

  計6名の生徒さんの作文など審査選考を行いま 

  した。次週の例会で鳥井委員長より発表してい 

  ただきます。 

 

（連絡事項） 

・ロータリーレートは2月より1ドル110円 

・ガバナー月信2月号を回覧します。 

・3月17日の地区大会の登録は現在のところ会員 

  37名、ご夫人6名の計43名となっております。 

  取消･変更のある方は、2月4日(日)までに事務 

  局までFAXにてお知らせください。 
 
【来訪者より】       えびのＲＣ 石坂乃里子様 

   

  先月の馬原裕子＆大山大輔ジョイ

ントリサイタルおかげ様で無事終了

することが出来ました。チケット購

入に協力を戴きありがとうございま

した。 

     委員長 原田知一郎 

 

 

【米山記念奨学委員会】     副委員長 片岡啓一 

       米山奨学生 王さん送別会ご案内 

  王辰寧さんが今月23日最後例会参加となりまし

た。その日夜18時30分からひまわり亭にて送別会

をします。多くの参加をお願い致します。 

 

【ローターアクト委員会】  副委員長 水野虎彦 

      人吉ＲＡＣ２月第１例会ご案内                    

   ２月７日（水）1９時30分～ひまわり亭 

    内 容 延岡パスト会長による例会    

  

【親睦委員会】            委員長 平田フク 

  

【感謝状・認証ﾋﾟﾝ贈呈】       

  公益財団法人ロータリー米山記念奨学会小沢一

彦理事長より、第13回米山功労クラブ感謝状が届

きました。（2017年12月） 

  

【次年度】 

  2018-2019年度2720地区 出向者委嘱状伝達 

   地区表彰委員会副委員長  中川 貴夫会員 

   新クラブ結成推進委員    中川 貴夫会員  

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  74.60％ 

欠 席 者 数 16名  1 / 1 9 例 会 85.48％ 

出 席 者 数 46名 補 填 数 1名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 87.10％ 

＊届け出欠席   板﨑・尾上・有馬・宮原・葉山・岩井・後藤 

 竹長・浅野・友永・堀川・小林清・有村・高山・大賀・渕田     

出席免除会員  (b) 愛甲 

メークアップ  1/4キッチンカー（立野地区） 本田 

２月の結婚記念祝い 

      大久保勝人 会員 10日    漆野智康 会員  11日 

      内藤靖雄 会員    13日    中村太郎 会員  16日 

      武末憲一 会員    17日  

２月の誕生祝い  

     伊久美寛志 会員  5日      

     山賀勝彦 会員     7日      

     山口令二 会員    16日  

  

Ｒ財団 寄付認証ピンの贈呈 

 マルチプル３ポール･ハリス･フェロー 

           中島 博之 会員 



【プログラム委員会】 

講師紹介                         堤 正博会員 

 人吉警察署長 森 教烈(のりやす) 様 

  昭和57年県警に入り、初任地は大矢野署（現上

天草署）。交通機動隊、高速道路交通警察隊など

経て、平成２年人吉署交通指導係主任。その後、

山鹿署、県警本部交通規制課長など経て、昨年３

月16日付けで人吉署長に着任。「人よし、お湯よ

し、治安よし、守る故郷 わが使命」という人吉

署のスローガンのもと、交通事故の防止、犯罪防

止に取り組む。 趣味は読書（推理小説）とゴル

フ（ゴルフの腕前のほどはわかりません）。25年

ぶりに人吉生活では、歴史旧跡巡りを楽しみたい

とお話されていました。  
  
                外 部 卓 話 
  

 本日は人吉ロータリークラブ

の例会にお招きをいただき、感

謝申し上げます。 

  また、皆様方には、平素から

人吉警察署の各種警察活動に対

し、深い御理解と温かい御支援

を賜っているところであり、この席をお借りしま

して厚く御礼を申し上げます。 

  ところで、人吉ロータリークラブは、熊本県下

でも大変歴史のあるクラブで、昨年結成60周年を

迎えられました。心からお慶び申し上げます。 

  ロータリーの理念とは、「人道的な奉仕を行

い、すべての職業において高度の道徳的水準を守

ることを奨励し、世界においては、親善と平和の

確立に寄与することを指向した、事業及び専門職

務に携わる指導者が世界的に連携した団体であ

る。」ということですが、人吉ロータリークラブ

は、長年に亘る奉仕活動の実践が脈々と受け継が

れ、会員数も発足当時の3倍に達するなど、大き

な発展を遂げられているところです。 

  その活動は、地元人吉・球磨はもとより、国際

交流や東日本大震災に対する復興支援など多岐に

わたっています。とりわけ、一昨年4月に発生し

た熊本地震においても被災地支援活動を行ってお

られることを知り、大変有り難く、又感激いたし

ました。 

  今後とも「ロータリーの奉仕の理念」を実践に

より広め、更に充実したクラブとして発展を重ね

られることを御祈念申し上げます。 

  さて、本日は卓話の時間をいただきましたの

で、最初に人吉警察署管内の治安情勢についてご

説明をいたします。 

  まず、刑法犯の発生件数ですが、平成15年以

降、減少傾向にある中、昨年は163件で、前年に

比べ13件(約9％)増加しました。中でも、地域住

民の皆様に身近な犯罪である窃盗犯が全刑法犯の

71.8％を占めており、とりわけ、昨年上半期(1～

6月)には、万引き事件等が激増しました。このた

め、発生実態を詳細に分析した上で、夏場以降 

○万引きが多発している大型店舗、コンビニ等に 

  対する警戒活動の強化 

○犯罪多発店舗に対する制服警察官による立寄り 

  駐留警戒の強化 

○管理者・従業員対策の実施（声かけ及び店内放 

  送の依頼） 

○各種会合等における防犯講話の実施（学校、老 

  人会） 

○各種広報媒体を利用した広報啓発活動の推進 

○防犯ボランティアと協働によるパトロール及び 

  キャンペーン等の実施 

○防犯カメラ精査による被疑者検挙活動の推進を 

  着実に実施した結果、最終的には29件(前年比 

  マイナス2件)と押さえ込むことができました。 

 しかし、児童虐待事案、ＤＶ・ストーカー事案

や架空請求詐欺を始めとした振り込め詐欺等事件

が増加傾向にあるほか、子供や女性に対する声掛

け事案等を含めたわいせつ事案の発生が後を絶た

ず、インターネットが県民生活や社会経済活動に

不可欠な社会基盤として定着する中で、サイバー

空間における脅威も深刻化するなど新たな治安上

の課題も浮上しております。このため、人吉警察

署としましては、「犯罪の起きにくい社会づく

り」や「県民生活を脅かす犯罪の取締り」に重点

を指向した警察活動を推進してまいります。 

  二つ目として、交通事故の発生状況ですが、発

生件数は、平成23年まで200件台で推移していた

ものが、平成24年以降100件台になり、遂に一昨

年には二桁の92件、そして昨年は91件(前年比マ

イナス1件)と確実に減少してきているところで

す。また、本年も僅かではありますが、減少して

いる状況です。 

 しかしながら、平成になって以降も死者数につ

いてはゼロという年は無く、多い年は11人、少な

い年でも1人は亡くなっておられ、過去５年の平

均も年2人という厳しい状況にあります。よっ

て、発生件数が減少しているからといって安易に

は喜べないところでもあります。 

  これら交通事故の特徴は、 

○人身事故の約62パーセントが人吉市で、約24％ 

 が錦町で発生していること。とりわけ、人吉市

の農免道路、国道445号及び国道219号で囲まれた   

 市街地を中心に事故が多発していること。 

○路線では、国道での発生が多く、特に国道219 

 号で多発していること。 

○形態としては、例年追突事故が最も多く、次い 

 で出会い頭事故であること。 

○原因は、安全不確認、動静不注視及び前方不注 

 意で全事故の約7割を占めること。 

 が上げられるところです。 

  ここで気になるのが、原因ですが、最も安全運

転のために重要な視覚による情報が疎かにされて

いる。つまり、周囲の状況を見ているつもりで見

ていないということです。 

  他方、交通死亡事故を見てみますと、過去5年

で10人が亡くなっていますが、そのうち8人が高

齢者であり、構成率は80％です。県下の状況を同



じように見てみますと、377人が亡くなられてい

る中にあって232人が高齢者であり、その構成率

は61.5％です。これを単純に比較した場合、18.5

ポイントも当署管内が高いことになります。極め

て憂慮すべき数値だと感じています。 

  では、どのような状態で交通事故に遭われてい

るかというと、 

  ○自動車乗車中～５人 

  ○自転車乗車中～１人 

 ○歩行中   ～２人 

という状況であり、自動車乗車中が目立つところ

です。つまり、被害者ばかりでなく加害者にも

なっておられる状況が窺えるのです。このような

ことから高齢者の死亡事故の抑止は喫緊の課題と

捉えています。そこで、交通事故の抑止対策です

が、交通事故分析を踏まえた上、交通取締りにお

いては人吉市と錦町を重点地域、国道219号等を

重点路線、人吉市街地及びその周辺を重点エリア

として強力に推進しています。 

  また、自治体や交通安全協会・安全運転管理者

等協議会などの交通関係団体と連携した 

  ○高齢者交通安全シルバーサポート事業 

  ○運転免許証自主返納者への特典制度の拡充 

  ○「永年運転者経歴証書」の授与 

  ○バックで駐車運動 

などの施策も推進しています。 

  その他、交通安全意識啓発のための交通講話に

も積極的に取り組んでいますので、講師派遣の要

望等があれば、遠慮無く要請してください。 

 以上が管内の治安情勢の概要ですが、人吉警察

署としましては、安全で安心して暮らせる人吉・

球磨の実現に向け、刑法犯の発生件数及び交通事

故の発生件数ともに、前年より減少させるよう努

めてまいります。しかし、今申し上げましたよう

に課題も多いところであり、関係機関・団体の御

理解と御協力が不可欠であります。 

  そのような中、人吉警察署管内の各自治体を始

め、防犯協会連合会・少年警察ボランティア等の

防犯団体、交通安全協会や安全運転管理者等協議

会等の交通団体は、いずれも協調性と意欲に溢れ

ており、大変頼もしく感じているところです。 

  これらの方々と有機的に連携・協働して更なる

治安の改善を図りたいと考えていますので、皆様

方におかれましても御協力の程をお願いいたしま

す。 

  続きましては、一昨年の熊本地震発生時は警察

本部で勤務しており、交通対策に従事しましたの

で、そのことについて紹介したいと存じます。 

（内容省略） 

  終わりになりましたが、人吉ロータリークラブ

の今後ますますの御発展と会員様の御活躍を祈念

申し上げまして、卓話とさせていただきます。 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 戸髙克彦 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・えびのＲＣ石坂乃里子様 先日ＰＲをさせて頂 

 いた「馬原裕子＆大山大輔ｼﾞｮｲﾝﾄﾘｻｲﾀﾙ」おかげ 

 様で無事に開催することができました。本当に 

 ありがとうございました。               

・堤正博会員 ○昨日は私の祝い席」に多数の会 

 員の皆様にご参加いただきありがとうございま 

 した。心より感謝申し上げます。○私の叙勲の 

 祝いの人吉新聞広告に多数の皆様にご負担いた 

 だきありがとうございました。○森人吉警察署 

 長と金倉さんのご来訪に感謝します。卓話をい 

 ただきありがとうございます。          

・伊久美会員 堤正博会員の叙勲を心からお祝い 

 申し上げます。森署長様卓話有難うございま 

 す。                                  

・武末会員 人吉警察署長の卓話ありがとうござ 

 います。また、柔道家でもあります金倉さんも 

 ご来訪ありがとうございます。今月27日の結婚 

 記念ありがとうございます。             

・井手会長 森署長様、金倉総務係長様、御来訪 

 卓話ありがとうございました。石坂様御来訪あ 

 りがとうございます。                                 

・延岡会員 森署長、卓話ありがとうございまし 

 た。交通安全施設の復旧陣頭指揮本当にお疲れ 

 様でした。                             

・北会員 森署長、金倉さん、卓話ありがとうご 

 ざいます。伊久美さん、山口先生、山賀さん、 

 お誕生日おめでとうございます。         

・石蔵幹事 森署長様、金倉係長には管内治安の 

 維持にご尽力いただきますこと感謝申し上げま 

 す。本日の卓話ありがとうございました。石坂 

 様、えびのＲＣの益々のご発展を祈念申し上げ 

 ます。                                 

・中川会員 警察署長の卓話ありがとうございま 

 した。又、えびのＲＣ石坂様ようこそいらっ 

 しゃいました。歓迎申し上げます。       

・丸尾会員 人吉警察署森教烈署長様、卓話あり 

 がとうございました。                   

・大久保会員 結婚記念祝有難うございました。 

                                        

・山口会員 誕生日の祝いありがとうございま 

 す。81歳になってしまいました。        

〈Ｒ財団委員会〉 

・中島会員 いつの間にかマルチプルＰＨＦピン3 

 ケとなりました。今後も頑張ります。     

・北会員 ニコニコカードと同文           

〈米山記念奨学委員会〉 

・大久保会員 ニコニコカードと同文       

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・山賀会員 誕生祝いをいただきありがとうござ 

 います。後期高齢者になり、慎重に運転し人吉 

 市の交通事故の発生件数の中にはいらないよう 

 注意します。                           

・延岡会員 ニコニコカードと同文         

・北会員 ニコニコカードと同文           

 

          点 鐘  井手富浩 会長 
 
 


