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ロータリーソング          会長挨拶 

ビジター紹介      会員卓話 

出席報告        (松坂 興一会員) 

SAA 報告             ≪次週予告≫ 

諸報告               ロータリー財団月間  

                                      (瀬戸 隆海委員長) 
 
 
2002～2003 年度  会長 田中 正躬    幹事 松村 仁寿 
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〒303-0023 茨城県水海道市宝町 2790 常陽銀行水海道支店内 3F  
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例会報告 No.1917 10 月 23 日（水）曇り時々晴れ  （司会  角田雅宣委員長） 

 

  本例会でのおもな事項 

＊会長挨拶        ＊外部卓話   (水海道警察署長) 

      

ビジター紹介 

水海道警察署長  鹿志村 一一 殿 

 
お知らせ プログラム委員会 (角田雅宣委員長) 

１１月の例会予定 
11月 6日(水) ロータリー財団月間 瀬戸委員長 
11月１３日(水) 外部卓話 「市政について」 遠藤水海道市長 
11月 20日(水) 外部卓話 未定 
11月 27日(水) 会員卓話 小島富雄会員 

幹事報告   （松村仁寿幹事） 
週報受理      岩井ＲＣ 
例会変更通知受理 なし 
 
会長挨拶  （田中正躬会長） 

 水海道警察署長鹿志村さん、ようこそお見えになりました。会員一同 

心よりご歓迎申し上げます。 

 ロータリー会長を引き受けて、3ヶ月、任期の 1/4 が経過しました。 

この辺りで自戒、反省し、今後に対応したいと存じます。会の運営に関し

ては、名女房役、松村幹事のお陰で、一、二、お叱り、御注意もありまし

たが、まずまず大過なく来られたものと思います。ただ、会員数が 58 名

でスタートの予定が、実際には 54 名のスタートとなり、予算の面でも大いに目論見が狂ったのに

は困りました。当初より、純増 5名の会員増強を掲げていたので、実際には 10 名程度の増強計画

となりました。会報を B5 サイズから A4 版とし、パソコン印刷に切り替えました。先日、地区の

ライラ実行委員会に出席した際、2,3 のクラブの方が評判を聞き、持っていた会報を見せると、

素晴らしい、綺麗だと会報を持って行かれました。会報委員の皆さん、事務局の和久さん、ご苦

労も大変でしょうが、今後も宜しくお願いいたします。クラブ会長としての最大の関門は、ガバ

ナー公式訪問でした。この難関を、皆様のご協力によりクリアーし、後は 40 周年に備えることと

なりました。これも青木実行委員長という人を得て、私は流れに乗るだけになっております。 

 毎週行う会長挨拶については、北村パストガバナーからアドバイスがありました。例会はロー

タリーの例会なのだから、スピーチは必ずロータリーの話を中心にすること、ということでした。

タイミングよく、CICO の青木さんから情報の提供を受け、ロータリーワールド、ロータリーの友、

ガバナー月信など、勉強の教材には事欠くことなく、ロータリーの勉強をさせて貰っています。

このほか、私の専門分野の医学のトピックスを組み合わせております。 

 「子どもから中年までスポーツをする人が減っているが、高齢者は積極的」、「最も親しまれて

いるスポーツは安くて手軽な散歩と体操」。このほど総務省がまとめた社会生活基本調査から、 



国民のスポーツ活動の傾向が明らかになりました。5 年に一度の調査で 2001 年秋に全国 20 万人

を対象に実施。10 歳以上で過去 1年間に何らかのスポーツをした人の割合は 72.2%で、前回の 96

年に比べて 3.8 ポイント低下していました。年齢別にみると、10～60 歳未満は前回調査より割合

が下がったのに、60 歳以上では上がっていました。スポーツの種類でみると、最も多かったのが

「運動としての散歩、軽い体操」で、やった人の割合は 42.6%、ゴルフ、水泳など比較的手間や

費用のかかるスポーツの割合が下がるなかで、ジョギングが増えており、不況の影響が余暇にも

現れているといえそうです。10 歳以上の小学生で 1 番人気があるのは野球で、2 位がサッカー。

しかし、共に減少傾向で、勉強やゲームに忙しい子供の日常がうかがえます。 

 

卓  話 （鹿志村水海道警察署長） 

「水海道警察署管内の治安情勢について」 

 本日は、貴重なお時間を割いて頂きましてありがとうございます。

皆様には、日頃何かとお世話になり、また、今後もお世話になるか

と思いますがよろしくお願い致します。 

 さて、本日は「水海道警察署管内の治安情勢について」と題して

頂いた訳でございますが、今、地域の治安の実態はどうなのか、警

察活動はどのように行われているのか、と言う点についてご承知頂

いて、今後の皆様の活動に役立てて頂きたいと思います。 

 水海道警察署は、現在、水海道市と谷和原村の 1市 1村を管轄し

ております。世帯数で約 16,800 世帯、人口で約 56,670 人となりますが、今後、つくばエクスプ

レスの開通や伊奈・谷和原丘陵部都市計画事業に伴う大規模住宅団地の造成等により、人口増加

や交通流の大幅な変化が予測されます。 

今後、これらを踏まえた治安対策が非常に重要になる訳でありますが、当署管内の犯罪状況を申

し上げますと、年々発生率が高くなっておりまして、治安の指標であります刑法犯の認知件数で

は、9月末現在、約 1,040 件で、昨年より約 1割増加しています。このうち約 94%を窃盗犯で占め

ておりますが、空き巣等の侵入盗犯が約 23%、車上狙い等の非侵入盗犯が約 77%と非侵入盗犯の割

合が多いのが特徴であります。 

これを 1 日平均でみますと、7 月は 1 日 4.2 件発生、8 月は 5.6 件、9 月は 3.9 件の発生となり、

月平均では 130 件前後の発生率となります。 

また、地域別では、水海道の市街地と谷和原村の小絹地区で全体の 50%を占めている現況にあり

ますが、広域窃盗事件が多発傾向にあります。 

こうした状況から、今後 5年先、10 年先の治安を考え対策を推進する必要があります。 

その 1つは外国人犯罪対策であります。当署管内は、外国人の居住率が非常に高い地域であり 

ますが、昨年以降、中国人の偽装結婚、韓国人の売春事件、ブラジル人のひき

逃げ死亡事故、ベトナム人の広域万引き事件などの事犯検挙が相次いでいる現

状であります。 

2 つは覚せい剤対策であります。覚せい剤事犯については、昨年に引き続き今

年も相次いで乱用者を検挙しておりますが、覚せい剤事犯が拡散しますと地域

環境に多大な影響を及ぼしますほか、凶悪事件等二次犯罪の発生も危惧されま

すので、密売組織等の摘発を強化している現状であります。 



3 つは、増大する窃盗犯対策であります。長引く不況や夜型指向の生活環境の変化、或いは価値

観の変化等から今後も減少することは到底期待出来ない情勢であります。 

このため、警察署では、中長期的な情勢を見据え、防犯協会等のご支援の下に、現在、総合的な｢犯

罪の総量抑制｣活動を推進中でありますが、犯罪は、非常に広域化、スピード化、巧妙化しており、

捜査環境も悪化の一途を辿っている現状にありますので、検挙活動とともに、地域の皆様と情報

を共有化して、犯罪抑止を目標とした集団パトロール等の諸対策を推進中であります。何れに致

しましても、犯罪の総量を抑制し、治安の回復を図ることが管内の治安維持にとって非常に重要

でありますので、今後とも各種警察活動へのご理解ご支援をお願い申し上げる次第であります。 

 以上で、ご説明を終了させて頂きますが、悪化する治安状況を断ち切り、現況を好転させるべ

く治安維持に全力を挙げていく所存でありますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

出席報告 （古谷栄一委員長） 

 
会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５４名 ３４名 ２０名 ３名 ０名 
 

出席率 ６２．９６％ 

ニコニコボックス (鯉沼和義委員) 

例会欠席が続きました。 大塚・増田・白井 各会員 

先週休ませて頂きました。 松村会員

入金計 ￥１７,０００  累 計 ￥７６２,０００ 

RI ニュースから 

ロータリー後援の血液銀行とロータリークラブバリの惨事で命を救う 

普段はのどかなインドネシアのバリ島が、10 月 12 日のナイトクラブを襲った自動車爆弾で

騒然としています。この事件で180人以上が死亡し、300人以上が負傷、そのほとんどが外

国人観光客でした。 

バリ島の10のロータリークラブ会員がほかのボランティアと協力し、救出活動に参加、被害

者の家族と生存者の世話をしました。ロータリー財団のマッチング・グラントを使用した、数

地区によるＷＣＳプログラムにより、1999 年に修復されたバリ血液銀行が、事件後の必死

の救命活動に、大変有用でした。 

 
水海道ロータリークラブ事務所                          お願い 
〒３０３－００２３   水海道市宝町 3386 釜久ビル 3Ｆ           卓話をされる会員の皆様 
TEL ０２９７－３０－０８７５  FAX ０２９７－３０－０８７６           どんな形式でも結構です。 
E-mail  mitsu-rc@lapis.plala.or.jp                     原稿をお願いします。 

 
 

会報委員会   委員長 山崎善市   副委員長 竹村菊雄    委員 砂長 治 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp

