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第 2390 回例会 10 月 7 日 12 時 30 分：点鐘 例会場 

今週の合唱〈君が代、奉仕の理想、バースデーソング〉 
①開会宣言と点鐘 ②四つのテスト ③お食事 ④会長挨拶 ⑤幹事報告  

⑥誕生・結婚祝い ⑦米山奨学金授与 ⑧秋葉ロータリー財団委員長ロータリーの友

読み合わせ ⑨委員会報告 ⑩ニコニコＢＯＸ発表 ⑪出席報告 ⑫閉会宣言と点鐘 

＊＊＊＊＊ 前回の記録  9月 30日(火) ＊＊＊＊＊ 

◆会長挨拶    神定 一雄 会長 
皆さん 今日は、創立４９周年記念例会には、

大勢の皆様の参加を頂きまして、ありがとうご

ざいました。また親睦委員会の皆様大変お疲れ

様でした。    
本日、入会の運びとなりました岡本秀男様お

めでとうござ

います。 
先週は、休会

でございまし

たが、この一週

間の間に、東金

という地名が、

意に反する形

で全国に発信されております。一月前の県立東

金病院駐車場にての殺人事件もいまだ未解決に

続き、今回は幼い子供を殺害するという卑怯極

まりない事件が発生しました。子を持つ親、孫

を持つ私たちにとっては、怒りを隠せないとこ

ろであり安全安心な地域生活を祈るばかりです。 
当クラブにおきましても緊急治安対策会議

に参加、またクラブ会員の多くの皆様が日ごろ

より警察官友の会、職場警察連絡協議会他のあ

らゆる団体にて重要な役職を務められ地域の安

全治安対策に貢献されています。 
ロータリークラブとしては、地域に密着した

奉仕団体として、いままで以上に、地域に貢献

する事ができればと考えます。 
今年度、国際ロータリーのテーマ『メイク   
ドリームス リアル』、世界中の病気や伝染病で

命を亡くしていってしまう子供達、夢をかなえ

ることもできない子供達に光をあてて少しでも

夢をかたちにしてあげたいというテーマであり

ます。 
私は、東金というこの地域の子供たちに、光

をあてやがて夢を実現させてあげたい、犯罪と

いう卑怯な人間の仕業による不幸から守れるよ

う地域に密着した安全安心と関連した奉仕活動

ができればと考えました。 

◆幹事報告  市東 弥寿雄 幹事 

・10月 21日(火)職場見学会  守屋酒造（蓮沼） 

バスの方は商工会議所 11時 45分集合 
・10月 26 日(日)地区大会 習志野文化ホール 

 バスは商工会議所 7：30 集合 7：45 出発です。 

・銚子 RC,八日市場 RCより会報を頂きました  

・茂原東ＲＣ10 月 29 日（水）ＩＰＳアルファ

テクノロジ（株）工場見学例会 16～17：00

工場見学終了後 会員懇親会 グリル若潮 

◆新入会員の入会式 
 岡本秀男様 東金市田中 室内装飾業 
 
◆会員増強により 
 市東弥寿雄幹事へ 
 スポンサーピン贈呈  
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◆ 卓話      高橋邦夫会員 

『子どもを犯罪から守る取り組み』 
９月２１日に東金市内で発生した幼女変死事件

から１０日。連日マスコミで

も取り上げられてきた。事件

解決に向けて警察も賢明な捜

査に取り組む一方，再発防止

のためにパトロールカーを増

量して配備したほか，各地区

防犯パトロール隊，市防犯組

合，ＰＴＡ等も協力してパト

ロール体制を強化している。  
２６日には学校警察連絡委

員会の緊急集会があり，小中

高校に幼稚園・保育所も加えて，再発防止のため

の取り組みや幼児の心的ケアなどが話し合われた。 
 東金市周辺では４年前に職警連や警察官友の会，

交通安全協会など民間の関連団体が結集して東金

警察署管内緊急治安対策会議を結成し，東金ＲＣ

の三宅英雄会員，山本忠司会員，鈴木康道会員が，

会長，副会長，幹事長としてリーダーシップを発

揮されている。市でも平成 18 年７月に「東金市
犯罪のない安心で安全なまちづくりの推進に関す

る条例」を施行し，青パトの導入や違法駐輪の撤

去など犯罪が起こりにくい環境形成に取り組んで

きた。管内の防犯パトロール隊は 60団体に増え，
5,000名以上が活動している。 
子どもの下校時間帯には，これまでも頻繁に警

察および市民によるパトロール活動が行われ，犯

罪抑止や子どもを守る取り組みは，県内の他市町

村と比べても先進的に取り組みを進めてきた地域

である。しかし，残念なことに犯罪は起きてしま

った。事件現場はたまたま防犯パトロール隊が未

結成の地域、しかも休日の昼間というパトロール

活動の空白の時間帯であり，隙をつかれた形であ

る。 
 子どもを犯罪から守るため，文部科学省の外郭

機関である科学技術振興機構(JST)の社会技術研
究開発センターにおいて「犯罪からの子どもの安

全」という研究開発プロジェクトが昨年から始ま

っている。大阪の池田小事件，奈良・広島での少

女殺人事件などの先例に倣って，科学技術の力で

子どもの安全を図るための研究が進められている

<http://anzen-kodomo.jp/>。このプロジェクトに
アドバイザーとして関わっているが，たまたま今

回の事件が地元で起きたことから，プロジェクト

に参加する全国ネットの研究者たちに助言を求め

たところ，早速たくさんの情報をいただき，防犯

の窓口である東金市総務課や東金市教育委員会に

も情報提供しているところである。防災無線での

呼びかけや，地元説明会の実施などは，犯罪抑止

効果の上から再発防止のために有効な取り組みで

あり，早速実施していただいている。 
全国の人々が，東金市での事件

に関心をもち，心配してくれてい

る。第２の被害が出ないようにし

なければならないし，犯人の自首

か逮捕により事件解決がなされる

ために，情報提供の呼びかけなど，

市民が身近にできることで貢献す

ることで，この厳しい時期を乗り

切りたい。事件解決後も，防犯体

制の見直しなど，再発を許さない

よう体制の改善改良をしていく責

務もある。東金を含め，全国のほかのどこででも

類似の事件が起きないようにしなくてはならない。

亡くなった成田幸満ちゃんが抱いていたであろう

「夢」はついえて，永遠に叶わないものになった。

今年のＲＩテーマは「夢をかたちに」。子どもたち

の夢をかたちにするために，遠い異国で奉仕する

だけでなく，私たちの身の回りでも取り組まなけ

ればならないことがある。この悲しい現実を見つ

めて，子どもたちが安全で安心して暮らせるよう

な社会の実現に向けて行動していきたい。 
【犯罪からの子どもの安全 （科学技術振興機

構 社会技術研究開発センター）】 
http://anzen-kodomo.jp/ 
 【子どもをネット上の危険から守るための活

動】〔セミナー・講習〕ｅ－ネットキャラバン

<http://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/>  

〔ネット安全教育〕ネット社会の歩き方 

<http://www.cec.or.jp/net-walk/> 
 
 
 
☆御奉仕      ・・・菅原 實会員 
☆御奉仕     ・・・三宅 英雄会員 

☆創立記念例会のご協力ありがとうござい

ました      ・・・美山 誠会員 

◆出席率 

会員 出席者 出席率 

３５名 ２９名 ８２．８５％ 

コイン BOX 
９月３０日 

４，２５０円       
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