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会長  李 一孝 

 
 皆さん今晩は。先週から今週に掛けてアテネオリ

ンピックを見るために夜更かしが多くなりました。

御陰で少々寝不足で疲れ気味です。人間の極限の世

界は私には到底想像できませんが、さぞかしすさま

じいトレーニングを行っているのだろうと思います。

オリンピックという大きな舞台で活躍するためには

身体的な強さと共に精神的な強さも必要でしょう。

彼らと同じ身体のトレーニングはできませんが、彼

らの精神的なメンタルトレーニングは我々にもでき

るところがあるかもしれません。私はこの辺に一番

興味があります。 
さてここで問題です。オリンピック選手の体は健

康でしょうか？世界最高記録を出す選手は最も健康

な人でしょうか？皆さんどう思われますか？健康な

人が多いと思いますが、必ずしもそうではないと思

います。パワーが全開で最高ということで、筋力が

あれば健康ということではありません。筋力だけで

良いならプロレスラーや相撲の力士は皆健康と言う

ことになってしまします。病んでいる人が健康に回

復するためにはごく普通の筋力で良いのです。身体

全体の細胞が活性化していくことが筋力より大切で

す。その為には先週お話ししました呼吸法が大切で

す。人間は生き物である。それは息をする物、「息物」

という意味である。動物は英語でアニマルというが、

その語源となったアニマは呼吸という意味でもある

そうです。（塩谷信男氏、幸福論から引用） 
オリンピックを見ていて記録、演技には感動しま

す。でも私はそれ以上に人間のからだ、健康とはな

にか？ということを考えてしまいます。 
皆さんのからだが健康になって、熊谷南ロータリー

クラブが健康になるようにオリンピックを見ながら

願っていました。 
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム  9月 1日（水） 
ガバナー公式訪問 
          



 
 
 

幹事 棚澤正行 
１.地区より， 
「ロータリー創立100年記念行事について」 
「アイバンク運動推進のお願い」きております。 
２．熊谷市ゴルフ連盟より熊谷市民チャリティゴル

フ大会のお知らせ 

日時 平成 16年 11月 11日（木） 
会場 さいたまリバーフロンティア大麻生ゴルフ場 
会  費  10,000円（プレー費，商品代） 
＊ 昼食は各自負担 
競技方法  18ホールズストロークプレイ  

新ぺリア方式 
参加資格 
熊谷市在住，在勤，在学で18歳以上の方 
募集人員  140名 

３．留学生の件 
並木香理さんが 20日ＰＭ1:00に無事第一ホストフ
ァミリーでのジョン＆ダイアン ケッシンガーさん

宅へ到着したと連絡がありました。また，同じく20
日ＰＭ4:00にサンティロ ローズさんが，成田に到
着し，吉田会員，埼玉会員，小野寺会員，小野寺令

夫人と妹さん，私でお出迎えに上がり無事吉田会員

のお宅に送り届けました。23日（月）に，熊谷西高
等学校に，入学についてのオリエンテーションを吉

田会員，令夫人と私とでいって参りました。西校の

生徒さんも大変好意的で，姿を見かけるなり走りよ

ってきてローズさんに話しかけておりました。西校

は，これから文化祭があるとの事で通常の授業は，

9月9日よりとのことでした。また，昨日24日（火）
に 交換留学生のサマーセミナーのため，長瀞の養

浩亭まで送ってまいりました。この研修でローテッ

クスと呼ばれる交換留学を終えたＯＢ，ＯＧに囲ま

れ交換留学生の心得，ガイドラインなどを学び 26
日（木）に吉田会員の元へ帰ってくる予定になって

おります。その中で「秩父音頭」を踊ろうという企

画があり，旅館の「浴衣」じゃかわいそうだという 

吉田会員の暖かい心配りでローズさんにピンク色の 
「浴衣」を八木橋で買っていただいたことを皆様に

ご報告させていただきます。 
ありがとうございました。              
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親睦委員会 
1. ９月 29日 “合同親睦例会” 
東クラブと合同例会・野口先生の卓話  
5時より理事会，6時点鐘， 
7時より卓話･･･東クラブが式次第を作る  

2. 12月22日クリスマス親睦例会（理事会）を 
23日天皇誕生日にする件 

国体協力委員会 

1. 10月20日を10月24日に変更して移動例会， 

国体の射撃大会を観戦する（長瀞） 

 
 出 席 報 告 
例会日  8月 25日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０  20  17  3   59％ 

 
 ニ コ ニ コ BOX 

李一孝会長 

マラソン女子金メダリスト野口みずきさんには本

当に感動しました。中国とスイスで一ヶ月ずつ合

宿を行ったそうですが毎日４０キロ走ったそうで

す。まさに努力の結晶ですね。本日は田名部警察

署長、卓話宜しくお願い申し上げます。 

 

棚澤正行幹事 

本日は熊谷警察署署長田名部透様、ご多忙の中

ようこそ南クラブへお越しくださいました。 

卓話宜しくお願いします。また奥様方には先週に

引きつづきご協力有難うございます。 

 

吉田博三会員、喜枝様  

 熊谷署長様ようこそ南ＲＣへ。 

 本日の卓話を伺い勉強させていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

田島武会員、君子様 

  熊谷警察署 田名部署長様 

  ご多忙中のところ、当クラブに、ご来訪賜り心

より御礼申し上げます。本日の卓話、妻ともど

も、楽しみにしております。 

 

井上哲孝会員 

  保険の井上です。田名部熊谷警察署長、ようこ

そ南ロータリークラブへ!! 仕事柄お世話にな

る機会が多く、本日のお話、楽しみにしており

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

幹 事 報 告 委 員 会 報 告 



 

橋本代吉会員 

  熊谷警察署長様、ようこそ熊谷南ロータリーク

ラブへ!! 本日の卓話楽しみにしています。宜

しくお願い致します。 

 

富山弘文会員 

  田名部署長、ようこそ 南クラブへおこしいた

だき、ありがとうございます。 

  熊谷駅周辺もすてかんばんもなくなり、きれい

になりました。 

  本日の卓話、たのしみにしております。 

 

新井正一会員 

  熊谷警察署長さま、お忙しいところ南ロータリ

ークラブにお越し下さいまして誠にありがとう

ございます。本日の卓話宜しくお願い致します。 

 

新井正一会員 

 先日は妻の誕生日に大変美しい花をいただきあり

がとうございました。これからも宜しくお願い致

します。 

 

川野辺繁会員 

本日は久しぶりに妻と一緒に出席しています。警

察署長様の卓話を聞いて、もう一度、交通違反、

事故のなきよう、私自身、注意したいと思います。 

 

 
 

熊谷警察署 田名部透署長 

  

私は9年前熊谷警察署の副署長として1年間勤

務しました。その時窃盗、傷害等の刑法犯罪は

4000件、それが平成14年は6000件、1.5倍に急

増していました。その間警察官は10人増えただけ。 

犯罪の発生を5000件に抑えなければ、捜査書類を

作成するだけになる。検挙のための活動にまで、

手が回らないのです。そこで刑法犯罪を減らす方

策を考えたのです。今年の正月、交番・駐在所の

掲示板に、警察版マニフェストを掲げました。 

  私達は、第59回国民体育大会開催地に相応しい

治安と環境を実現するため、①刑法犯罪の削減 

②死亡交通事故の抑止 ③ミニ検問の徹底 ④少

年犯罪の検挙 ⑤すて看板の取締りを署員一丸と

なって実施します、というものです。掲げて7箇

月が経ちました。 

  犯罪・刑法犯罪の発生状況ですが、6箇月間に

約2371件(月400件)、昨年と比べ363件13.3％

減少しております。中でも街頭犯罪、ひったくり・

自転車盗難・バイク盗難車上狙い・自動販売機荒

しだけ見ますと、30％減少しております。引った

くりや自動販売機荒しの件数は、県南の大きな警

察署に比べ、4分の1程度しか発生しておりませ

ん。人口千人当りの刑法犯罪の発生率は、県内で

10番目から31番(熊谷市)に大幅に改善されまし

た。これらが実現できた原因は、第一がミニ検問

です。 

 2月19日の埼玉新聞に詳しく掲載されました。地

域警察官23～24人が、毎晩5人、4箇所に分かれて、

夜間車両検問を実施します。毎晩約450台を検問し、

顔と運転免許証を照らし合わせます。飲酒運転があ

れば検挙します。10人の集団でやると動き、効率が

悪いわけです。4～5人ですと車が途切れれば、いつ

でも場所を変えることができます。6箇月間に7万5

千台を検問し、約402件の違反を取り締り、364人

に警告を行いました。88.1台に1人が飲んでいます。

家族・友人にお伝えください。熊谷では飲んで運転

すると必ず捕まり、罰金20万円、運転免許の停止1

～2箇月となります。 

 実はこの検問、飲酒運転の取締まりだけを目的と

したものではありません。犯罪を犯す輩、よからぬ

ことを企んでいる人は、夜間出歩くことが多く、車

で徘徊します。夜間の検問は、悪い人の動きを抑制

する関所の役割を果たします。熊谷は夜間の警戒体

勢が厳しいので、治安が比較的保たれているのです。 

 第二は少年事件検挙プロジェクトによる、少年の

検挙・逮捕です。毎晩バイクの暴走音が鳴り響き、

少年の夜間たむろや徘徊が実に多い。 

 少年係は6人。この人員では、取扱い事件が多す

ぎて、満足な捜査が出来ないのです。少年担当の係

りを一挙に4倍、25人としました。街頭犯罪の70

～80％が少年によるもので、中学・高校に登校しな

い学生や、正業につかない少年いわゆるぶらぶらし

ている少年が、ゲーム感覚で、遊ぶ金ほしさに、仲

間意識から、それほど考えることなしに、犯罪を行

っております。そこでグループのリーダーや中核と

なっている少年を、1人1人逮捕するように指示し

ました。この結果は先の埼玉新聞の報道と、3月 4

日テレビ朝日の小宮悦子のスーパーJチャンネルで

15分放映されております。人的に余裕が出来たのと、

適任者を選んだことで、半年間で200人検挙、内逮

捕が40人、毎日1人検挙、5日に1人の少年を逮捕

しております。少年たちは、「熊谷はやばい、すぐ

逮捕する。今度は俺の番かもしれない。」と思うよ

うになり、市内で悪事を行わなくなったのです。で

すから街頭犯罪が30％も減り、暴走族の走行も目立

って減りました。 

更に一層の防犯効果を上げるため、市役所の防災

無線放送を実施しております。 

現在どんな犯罪が発生しているのか、何に注意する

必要があるのかを、放送を使って市民にタイムリー

国体開催地の治安と環境の実現 



にお知らせしております。 
「空き巣被害が○○地内で連続発生しました。10日

間に48件駐車中の車からバック等が盗まれました。

警察官の名前を語ったオレオレ詐欺被害が発生して

います。」という内容です。 

この放送は皆さんにお知らせするとともに、犯人

に対し必ず捕まえるぞというメッセージなのです。 

第三は捨て看板電柱巻きビラの取締りです。(環境

の浄化)以前の熊谷駅周辺には、サラ金と性風俗の看

板があふれ、星川通りの電柱の4～5本に1本はスナ

ック、パブ、エステの看板が放置されておりました。 

昨年10月3日に市役所、県土木、東京電力さんと

協力し捨て看板、電柱等の張り紙の一斉撤去を行い、

小型トラック一杯分の看板を回収しました。 

その翌日裁判所・検察庁のある北大通りにパブス

ナック開店のピンクの捨て看板が、派手に貼られま

した。私は直ちに経営者を署長室に呼び出し、屋外

広告物条例違反に当たること、2回目は違反として

検挙する旨、厳しく申し渡しました。この後はみな

さんご承知のとおりです。全国的に見ても、捨て看

板の取締りを警察署が真正面から取組んでいるとこ

ろは、少ないと思います。 

第四は市民と警察による繁華街のパトロール等に

よる防犯運動です。パトロールを実施している地区

では、犯罪がめっきり減りました。これらの活動と

市民の協力が相乗効果を発揮しているものと思いま

す。 

環境浄化をさらに推し進めるため、先日国道 17

号の道路に転がっている空き缶、ペットボトル、弁

当の箱を小型トラック2台分拾い集めました。これ

には交通安全協会、安全運転管理者協会、道路管理

者等多数が参加してくれました。この結果、街の景

観も道路環境も、目に見えて改善しつつあります。 

以上説明しましたように、国体開催地に相応しい

治安と環境を実現するため、職員一丸となって勤務

しております。 

今後ともご理解・ご協力をお願いします。ありが

とうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローズさんが来日されました。 
 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


