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点

鐘

会長

皆さん、こんにちは！8月最後の例会になり
ます。
本日は、佐倉警察署八街幹部交番より古川
満直所長においで頂いておりますので、後ほど
卓話をして頂きます。宜しくお願い致します。
八街市内での新型コロナウイルス感染者も
17名に留まっており、安堵しております。コロ
ナウイルスの感染が拡大して私達の生活も少々
変化したのではないでしょうか。私事で言えば、
あらゆる行事が中止となり、「不要不急」の外
出自粛をし、「3蜜」を避けた行動をした結果、
家に真っすぐ帰るようになり、家での食事が当
たり前になり、必然的に家内といる時間が長く
なりました。結婚以来こんなに一緒にいるのは、
初めての事です。そこで改めて、夫婦の事につ
いて考えてみました。前に夫婦道について書い
てある機関誌があったのを思い出し読み返して
みました。なるほどと思う所が多々ありました
ので皆様にも是非一度思い起こして頂きたく紹
介したいと思います。

木村 利晴

ソ ン グ

奉仕の理想

お 客 様

八街幹部交番所長
古川 満直様
移動交番係
青田様
川内様
山田台駐在所
今井様

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・伊藤 嘉一会員
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タイトルは「妙なるかな夫婦の縁」です。 「補いあって生まれる夫婦愛」
はじめはまったく知らない人であったのに、 とにかく男と女はそれぞれ欠けたところがた
それがこうして生活を共にして、親よりも誰 くさんあるのだから、夫婦となり欠陥を相補っ
よりも密接な暮らしの中に、その一生を遂げ てはじめて人間生活の原型がスタートするので
ようとしている。考えてみれば、これほどふ ある。原型とは「一人前」ということであり、
しぎなことはあるまい。
そもそもの単位ということでもある。
「何億という異性の中から、よくもまあ、 如何でしょうか。ふーん、なるほどと納得する
お前さんといっしょになったものだ」
ところが、ありましたでしょうか。夫婦愛を深
とは、いつわらぬ各人の感想であろう。不思 める意味でも、一度見つめ直していただけたら
議といえば不思議、奇妙といえば奇妙、へん と思います。
てこといえば、これほどへんてこなものはあ
ロータリー活動も夫婦の理解と協力なしでは、
るまい。であるのに、平素は、それほど不思 ロータリーの目的（意義ある事業の基礎として
議とも奇妙とも、へんてことも思っていない 奉仕の理念を推奨し、これを育むことにある）
のであるから、それだけいよいよ妙なのであ を全うすることは出来ないと思います。
る。
最後になりますが、ロータリアンと地域の皆
結婚してはじめて人は一人前になる、とい 様が笑顔で暮らせます様ご祈念申し上げ、会長
うありふれたことばの意味を、ほんとうに考 挨拶を終わります。
えてみたことがあるだろうか。男一人だけで
は、半分もその力が発揮できない。女一人の
場合も同様だ。ここに夫婦の縁が結ばれて、
それぞれの力が、個性が発揮される。人間生 【幹事報告】
幹事 竹村 信彦
活の原型がなりたつのである。
たとえて言えば男一人だと、らんぼうな力
があり余った濁水のようにおし出されて、健
全な個性がこわされやすい。女一人だと、何
かにつけて不足感が多くなり、やさしい持ち
味に傷がつきやすくなる。一方は余ってし
まってどうしようもなくとがり、他方は足り
ない、及ばないで始末におえずへこんでしま
う。
このように半分くらい（あるいはそれ以
下）の力量しか現わし得ないのである。これ
◎日本のロータリー100周年記念切手郵趣の
が夫婦になると、たとえそれまでまったく縁
為の押印サービスについて
もゆかりもない者同士であっても、新しい力
を得たようにして本然の長所をうちだしはじ
◎RLIパートⅢの開催の案内
めるのだ。
日時：2020年9月7日(月）9時30分開式
縁もゆかりもない、といってもよく見れば、
場所：千葉市民会館 地下小ホール
そこにはいろいろなつながりがある。あるい
は仕事を通し、人を通し、その他さまざまの
◎受贈週報・富里RC
社会的な接点（ふれあい）があってこそ、結
ばれるのであって、そこに無限ともいえるお
もしろさがひそむ。
お互いをよく知り、そして愛する。なぜな 【卓
話】
八街幹部交番
ら、今までよく知らず、そして愛も自覚しえ
所長 古川 満直様
なかったがゆえに……という道ゆきも確かに
皆さんこんにちは。八街幹部交番所長の古
あるのであって、そこに人生の微妙さがある
川です。本年3月の異動により、茂原警察署一
のではないか。
結婚の形式にはいろいろあって、それぞれ 宮幹部交番所長から八街交番幹部所長として
よいところがあり、表面だけで評価すること 着任いたしました。どうぞよろしくお願いい
たします。
はできないものなのだ。
本日は、八街ロータリークラブの定例会に
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では、佐倉署管内の発生は？と言うと、昨年
は、
○ 佐倉署管内 81件（約1億2千万円）
○ 八街幹部交番12件（約1，500万円）です。
では、本年、令和2年7月末現在ではどうかと
いうと
○ 県内 682件
○ 被害額 約11億7千万円です。
○ 佐倉署管内 26件（約3，300万円）
○ 八街幹部交番 11件（約1300万円）
お招きいただきまして、ありがとうございます。
で、7月末で八街市内での発生は昨年1年間と
皆様には、平素から警察活動の推進に当たり、
ほぼ同じの被害となっています。皆さんの大
ご支援・ご協力をいただいておりますことに、
事なお金が詐欺グループにだまし取られてい
この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
る状況となっています。
ありがとうございます。
八街市内での発生で多いのは､警察官､銀行
今回、八街ロータリクラブの定例会の席上に
員､市役所職員等を名乗り、カードが不正に使
おいて警察防犯及び警察活動についての卓話依
用されている、詐欺グループを捕まえた中に
頼をいただきました。内容については、私が現
あなたの口座番号があるなどと申し向け､カー
在勤務している中で、八街幹部交番管内で発生
ドを作り直す必要があると言って騙し、カー
が多いと感じている電話ｄｅ詐欺と交通死亡事
ドを取りに来て、必要があると言って暗証番
故等についてお話させていただきたいと思いま
号を聞き出すものです。
す。その前に、少し雑談ですが、交番という名
犯人グループは、直ぐに近くのコンビニな
称につきましてお話させていただきます。
どで現金を下ろしてしまう手口が多くなって
明治7年に東京警視庁に、「交番所」ができ
います。警察官、銀行員等がカードを取りに
ました。これは、決まった場所に行って交代で
来ることは絶対にありませんので、周りの人
立番をする形を取っていました。その後、建物
に教えてあげてください。
を建て、そこで勤務する今の形に変わり明治21
次に、交通死亡事故関係です。
年に派出所という名前で全国統一されました。
まず、昨年の千葉県では、172人の方が交通
ですから、以前は八街幹部交番も八街警察官幹
事故でなくなり、全国ワースト1位と大変不名
部派出所と呼ばれていました。皆さんの中には
誉な結果となってしまいました。
「派出所」という名称に記憶がある方がいらっ
佐倉警察署管内では、昨年9人の方が亡くな
しゃると思います。ただ、交番所は交番という
り、うち、八街幹部交番管内は5人の方がなく
呼び名で残っていまして、平成6年に国外でも
なっています。
交番という名前が使えるほど広まったため、派
今年は、昨日8月25日現在、千葉県内の死者
出所から交番へと名称が変更になったのです。
数は72人で、全国ワースト6位です。
警察官の中にも派出所という呼び名の名残で、
佐倉警察署では、4人の方がなくなり、4人
幹部派出所を略した「幹派」と呼ぶ人も少なく
すべてが八街幹部交番管内で発生しています。
ありません。
今年も八街市では交通死亡事故が多いとい
それでは、本題に入ります。初めは､電話ｄ
う認識を持っていただきたいと思います。
ｅ詐欺についてです｡電話ｄｅ詐欺については、
交通事故に関して、私の経歴の中で一番長
この後、本日一緒にお招きいただきました移動
いのが交通部門なので、今まで経験した事を
交番の青田係長からビデオ視聴を含め説明があ
踏まえながら、交通事故防止についてお話さ
ると思いますので簡単に説明させていただきま
せていただきます。
す。この電話ｄｅ詐欺の名称ですが、全国的に
初めは、飲酒運転についてです。飲酒運転
は、特殊詐欺として呼ばれていますが、千葉県
については、飲酒による交通事故が後を絶た
では、ほとんどの騙しの手段として電話が使わ
ないため、罰則が重くなっています。
れていることから、千葉県の独自の名称として
昔は、酒酔い運転は免許取り消しでしたが、
電話ｄｅ詐欺と呼んでいます。
酒気帯び運転は、6点で1月の停止処分でした、
昨年、電話ｄｅ詐欺の認知件数は
その後0.15以上0.25未満が6点0.25以上が13点
○ 県内 1，409件
に代わり、現在は、0.15以上が13点0.25以上
○ 被害額は、約25億5千万円です。
が25点の取り消しと罰則が強化されました。
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ということは、前をよく見て安全を確認すれ
ば、ほとんどの事故は防げるのです。しかし、
交通事故現場で、運転手に「何処を見ていた
のか｡」と尋ねると「前を見ていました｡」と
答える人が多いです。
では、前を見ていたのに何故事故が起きた
のか、それは、漠然と視線だけが前を向いて
いるだけで、注意をして前を見ていないから
です。
道路における危険は、ただ漫然と前を見て
いるだけでは発見できません｡周囲の状況をよ
く見て、安全運転を確認し､安全運転をお願い
します。
私の話だけですと、眠くなると思いますの
で、ここで、移動交番の青田係長に代わり、
電話ｄｅ詐欺防止のDVDの視聴に移りたいと思
います。
（詐欺防止のDVD視聴）

罰金も酒気帯び運転5万円以下から50万円以下
となっています。
飲酒は、飲むことにより正常な判断ができ
ず、また、運動機能を低下させることにより、
交通事故の起こさせるものです。
飲酒運転では、館山警察署の交通課長ので
勤務したときに悲惨な事故がありました。
※飲酒運転の事故例
飲酒運転は、大きな事故につながるだけで
なく、事故後、飲酒運転の発覚を恐れ逃げる
というひき逃げが多いです。夜間の死亡や重
傷のひき逃げのほとんどは飲酒しています。
飲酒運転は根絶しなくてはいけない犯罪で
す。
また、運転代行を頼む人もいますが、運転代
行は距離によって値段が変わってきますが、
決してお金をけちって途中でやめることがな
いようにしてください。これは、本当にあっ
た話ですが、飲酒の検問中に飲酒運転で捕
まった運転手に確認したところ、検問場所の
少し手前で代行をやめ自分で運転をしてきた
と話した者がいました。少しのお金を浮かせ
たために、罰金という何倍ものお金を払うこ
とになってしまったという例です。
是非、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなを
お願いします。
次は、シートベルトです。皆さんは車の後
部座席に人を乗せるとき、必ずシートベルト
をさせていますでしょうか。
運転席、助手席は一般道、高速道路とも違
反として処罰されるので着用率はいいのです
が、後部座席は高速道路しか罰則がないため、
一般道での着用率は相変わらず、低い状態で
す。しかし、法律上は、後部座席のシートベ
ルト着用は高速道路、一般道とも運転者の義
務としてさせなければならないとなっていま
す。
※ シートベルトの事故例
事故は、いつ起こるかわかりません。
シートベルトはその時に、皆さんの命を助け
てくれる大事なものです。不意の事故で、死
亡する確率が高いのは後部座席に乗っている
人です。
大事な人を守るため後部座性のシートベル
ト着用をお願いします。
次は、交通事故防止についてです。交通事故
の原因のほとんどは、前方不注視、安全不確
認、動静不注視などの安全運転義務違反です。

八街幹部交番では、詐欺などの犯罪抑止と
交通事故防止を所員一体となって取り組んで
いきたいと思います。今後とも、ご支援、ご
協力をお願い致します。
終わりに、本日ご臨席の皆様のご健勝と今
後ますますのご活躍を祈念いたしまして卓話
を終了させていただきます。
本日はありがとうございました。

演奏：スイートメモリーズ・今井主任

DVDの説明・青田係長

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 関 由美子
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