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会長 山口 茂 

皆様今晩は。 
本日は熊谷警察署長の門井由之様、当南ロ

ータリークラブにようこそおいで下さいま
した。本日の卓話、当クラブ会員一同楽しみ

にしておりました。どうかよろしくお願い致
します。 
会員の皆様、１０月は職業奉仕月間、米山
奨学月間、１１月はロータリー財団月間とな

りますので、米山奨学委員長の榎本信哉さん、
ロータリー財団委員長の横堀 弘さんから、
皆様に新米山奨学金、ポールハリスフェロー
の寄付のお願いにお伺い致しますので、当ク

ラブ１０周年でもあり、皆様には、くれぐれ
もよろしくお願い致します。 

             
                                                                                                                   

 

幹事 渡邊 藤男 

 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２５０ 
２． 第 2570地区ロータリーの友委員・関靖子様

より 
＊ 「ロータリーの友」誌についてお願い 

３． ロータリーの友事務所より 
＊ ＨＰリンクのお願い 

４． ロータリー財団より 
＊ ロータリーインターナショナルマスター

カード入会のお願い 
          以上が届いております。 

Ｎｏ．１０ 
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＜ 卓 話 「安心・安全くまがや」に向けて ＞ 

熊谷警察署長 門井由之様 
 
第１ はじめに 
熊谷警察署長の門井でございます。 
県北の雄たる伝統ある熊谷地域の治安責任を力い

っぱい果たして参る所存でありますので、よろしく

お願いいたします。 
本日は、熊谷南ロータリークラブにおいて、各界

リーダーの方々を前にしてお話しをさせていただく

機会を与えられましたことを大変うれしく思ってお

ります。 
30分ほどでございますが、当署管内の治安情勢と
それに対する取組状況を申し上げ、警察活動へのご

理解を賜わりたいと存じます。 
当署では次の3点を本年における重点事項として
掲げ、全署を挙げて取り組んでいるところでありま

すので、順次ご報告申し上げます。 
 
第 2 重点事項 
 １ 犯罪抑止と検挙活動の強化 
   当署管内における平成 17 年中の刑法犯認知
件数は約 5,300件であり、1日平均約15件発生
している状況にあります。県下全域においては

昨年は一昨年に比べ約 24,000 件の減少を見た
ところですが、当署管内では逆に 70 件程増加
しております。県下の警察署中、増加している

のは当署のほかは深谷署、児玉署のみであり、

県北地域に集中しております。 
   また、県下市区町村別犯罪率（人口千人当り

の刑法犯認知件数）では旧熊谷市にあってはワ

ースト 4位という多発地域となっております。 
   今年に入り全署を挙げて犯罪抑止に取り組ん

でおりますが、8 月末現在、昨年同期と比べ約
1,000件強、大幅に減少しております。これは、
市民ボランティアによる防犯活動、警察官の街

頭活動の強化さらに外国人グループなどによる

窃盗事件等を検挙したことが大きく貢献してい

ると思っております。 

   しかしながら、当署管内では皆様の身近にお

いて侵入窃盗や車上ねらいがまだまだ多発して

おりますことから、こうした犯罪の抑止と検挙

に向けて直一層頑張って参ります。 
 ２ 繁華街、歓楽街対策の強化 
   昨年7月に「ＪＲ熊谷駅周辺の繁華街環境浄
化対策推進本部」を立ち上げ、関係機関との連

携や住民の方々のご支援をいただいております。 
   現在も違法風俗店の検挙を精力的に行ってお

りますが、まだまだ環境浄化というにはほど遠

い状況にありますことから、今後とも全力を挙

げて取り組んで参ります。 
   また、こうした犯罪抑止や環境浄化を推進す

る上において、街頭防犯カメラの設置が極めて

有効であります。 
   現在、県下では７市で設置されておりますが、

深谷市でも近々、駅周辺に設置されるとお聞き

しております。こうした街頭防犯カメラは、犯

罪の減少傾向を定着させるためにも設置が必要

と強く認識しているところであります。こうし

た点につき行政や関係機関と協議検討を進めて

まいりたいと考えているところであり、皆様方

のご理解を賜わりたいと思っております。 
 ３ 交通事故防止対策の推進 
   当署管内における昨年の交通事故件数は、人

身及び物件事故を合わせ約 7,000 件であり、1
日平均約 20件となっております。死者 9人を
含む死傷者数は 2,400人にのぼっております。 

   本年になり、事故件数そのものは減少してい

るものの死者数は増加しており、8月末現在11
名と、すでに昨年1年間の死者数を上回ってお
ります。県下の警察署の中で当署がワースト１

（ワン）という状況にあります。特に高齢者の

方が亡くなる事故が約半数を占めており、早急

の対策を進めているところであります。 
   警察としましては、悲惨な交通事故が 1件で
も減少するように懸命に努力するつもりでござ

いますが、皆様も交通安全に心がけていただき

たいと思います。 
 
第3 おわりに 

以上縷々申し上げましたが、少しでも多くの

市民の方々に「安心・安全くまがや」を実感

していただくために警察は全力投球する覚

悟はできておりますが、いかんせん警察のみ

で達成できるものではありません。多くの

方々のご理解とご支援が是非とも必要であ

ります。 
 こうした点をお願い申し上げ、私の話を終

わりにいたします。 
                                

以上 



             
 
 
 
 
 
 
 
進行  馬場 副ＳＡＡ   佐川ソングリーダー 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
≪社会奉仕委員会≫ 
 
棚澤正行委員長   

 
 
 
 「ムサシトミヨの越夏調査について」 
市役所に確認したところ、10月 25日（水）が佐谷
田小、26日（木）が久下小で東中学校はまだ未定と
のことです。会長と相談して日程が決まり次第皆さ

んに連絡します。これは有志の参加になりますが、

たくさんの皆さんに参加して頂きますようお願い致

します。 
「荒川の恵みと熊谷を考える集いについて」 
  （荒川のゴミ拾い） 
 11月 12日（日）に行なわれ小雨決行になってい
ます。これは移動例会になっております。いつもの

久下公民館からスタートしますのでサンルートに集

まって乗り合わせで行くことになると思います。保

険の関係もあって 10月 10日（火）が締め切りとな
っておりますので、来週から参加者を募集いたしま

す。移動例会ですのでなるべく全員参加するように

お願い致します。 
 
 
≪親睦委員会≫ 

 
松本幸久委員長 

 
 

「親睦旅行について」 
前回、参加費を一人当たり11万 3千円のところ
会からの補助金が2万円出ますので9万3千円と申
しましたが、大野観光さんの計らいで 8万 8千円で
行けることになりました。北京は治安もいいそうで

すし気候も行ったことがないので良くわかりません

が大変いいという話ですので私も楽しみにしていま

す。会員の皆さんも毎年親睦旅行を楽しみにしてい

る方も多いと思いますが、今年は 10周年というこ
ともありまして大変盛り上げていきたいと思います。 
又、キャンセル料について詳細がありますのでご

報告いたします。旅行開始日の 30日前から7日前
までのキャンセルには代金の30％、6日前から前日
までのキャンセルには代金の50％のキャンセル料
がかかりますので、参加を表明された方はご注意を

願います。まだまだ申し込みを受け付けしておりま

す。19日（火）までに参加のご連絡を頂きたいと思
います。ぜひ奮ってご参加をお願いします。 
 
 
≪国際奉仕委員会≫ 
 
橋本代吉委員長 

 
 
 
 
「第 2回ロータリー財団セミナーについて」 
 9月9日（土）坂戸グランドホテルにおいて開催
されたセミナーについて横堀Ｒ財団委員長より報告

のＦＡＸが届きましたので代わりに発表します。 
 セミナーは 
1 ロータリー活動募集の案内 
2 昨年度Ｒ財団寄付総額達成率 
の項目で行なわれました。 
お手元に資料をお配りしましたが、私たちの熊谷

南ＲＣは達成率 136,17％で地区全55クラブ中 15
番目で、第 5グループの中では第 1位でした。皆様
のご協力に感謝いたしますとのことでした。 
山口年度もよろしくお願い致します。 

 
 
 
 出 席 報 告 
    加藤公一委員長 
 
例会日 ９月１３日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８  ２４  １３  １ ６６％ 
お客様：熊谷警察署長・門井由之様 

委 員 会 報 告 

卓話者紹介 
田島国際交流委員長 

お客様紹介 
清水新世代委員長 
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井上哲孝委員長 

 

山口茂会長 
 本日は熊谷警察署長の門井由之様、当クラブに、

ようこそ、おいで下さいました。本日の卓話を大

変楽しみにしており、よろしくお願い致します。 
渡邊藤男幹事 
 熊谷警察署長、門井由之様ようこそ南ＲＣへ。本

日の卓話宜しくお願いいたします。 
飯塚幸一会員 
 来週とその次の例会に出席出来ません。昨日吹上

ＲＣ、そして本日籠原ＲＣにメークアップして参

りました。出席率を下げないよう頑張っています。 
吉田博三会員 
 皆さんこんばんは。門井熊谷警察署長様、本日は

ようこそ熊谷南ロータリークラブへお越し下さい

ました。本日の卓話、どうぞ宜しくお願い致しま

す。 
棚澤正行会員 
 本日、門井熊谷警察署長卓話よろしくお願いしま

す。楽しみにしてきました。 
澤田將信会員 
 はい。澤田です。本日の卓話、熊谷警察署長、門

井由之様よろしく、お願い致します。 
田島武会員 
 門井熊谷警察署長様、ご多忙中のところ、ようこ

そ当クラブへお越し下さいました。感謝申し上げ

ます。本日の卓話、宜しくお願い致します。 
島﨑次弘会員 
 床屋に行きそびれてしまいました。今日はむさく

るしい頭でスミマセン。門井警察署長様、逮捕し

ないで下さい。 
清水武会員 
 熊谷警察署長門井由之様、ようこそ熊谷南ロータ

リークラブへ。歓迎申し上げます。卓話よろしく

お願い致します。 
橋本代吉会員 
 熊谷警察署長、門井様当クラブにようこそ。本日

の卓話楽しみにしてます。よろしくお願いします。 
佐川順一会員 
 門井警察署長、今晩は。つい先日、近所の工具販

売店にドロボウが入り、レジの現金の他に刃物も

盗まれたと聞いております。こわい世の中になっ

たものです。一層の防犯、取り締まり宜しくお願

いします。 
馬場孝会員 
 門井署長、本日の卓話、宜しくお願い致します。 
 棚澤さん、松本さん、ソーシャルネットワーキン

グサイトｍｉｘｉ(ミクシィ)が明日東証マザーズ
ヘ上場するそうです。 

松本幸久会員 
 今晩は松本です!!親睦旅行の申し込みを開始しま
した。みなさんで楽しい旅行に行きましょう!! 

小野寺良彦会員 
 署長、今日はありがとうございます。安心・安全

な街づくりは皆で対策を講じ、実行して守ってい

くことと考えます。良きご指導、ご指摘をいただ

ければと思います。 
榎本信哉会員 
 新宮様のお名前悠仁様の悠の字が、私の娘(悠希ゆ
うき)の字と同じとのことで娘は大喜びです。寒く
なってまいりました。カゼの患者様が増えてきて

おります。皆様お体を壊しませぬよう御注意下さ

い。最後になりましたが、署長様、卓話をよろし

くお願いします。 
小野寺弘行会員 
 ９月１７日(日)午後９時よりＮＨＫBS２、番組タ
イトル「世界の人気番組」に私の妻・ミレラが出

演します。番組の翻訳もし出演もしますので、皆

さんご覧下さい。９月１８日から２８日まで海外

出張のため例会に出席できませんので、宜しくお

願いします。 
丑久保紀美会員 
 大変ご無沙汰しております。この度熊谷市妻沼工

業団地に植物性廃食用油のエコプラントバイオデ

ィーゼル燃料(ＢＤＦ)の製造を８月２１日から本
稼動致しました。色々お世話様になります。本日

仕事の都合で欠席致します。 
井上哲孝会員 
 皆さんこんばんは。門井警察署長様、本日の卓話

楽しみにしておりますので宜しくお願い致します。

又皆様の本日のたくさんのご投函、本当にありが

とうございました。来週も宜しくお願い致します。 
[会員誕生] 
橋本代吉会員 
 私もいよいよ２４日誕生日を迎えます。これから

若い気持ちでロータリーを頑張ります。よろしく。 
小野寺弘行会員 
 誕生日を祝って頂きありがとうございます。 
[奥様誕生]  
横堀弘会員 
 例会の欠席が続いています。今しばらくお許し下

さい。 
 
投函率 ８１．０％ 
進捗率 ３０．８％ 
 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 島﨑次弘・井上哲孝・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

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


