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第2623回 2021年11月10日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 林 政男

出席計
算会員 出席 欠席
数

11/10
25
23
10/13
24
21
会員総数 25名

2
3

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

1

91.67

92
87.5

【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 92.59%
10/13メークアップ1名・福田守会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

◇本人誕生日 ・萬来 謙一会員・小澤 孝延会員
・綱島 清司会員

笹川 英一

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

佐倉警察署八街幹部交番
所長 塚本 誠様

◇奥様誕生日・大畑 喜信会員 ・伊藤 嘉一会員
・高橋 宏一会員 ・増田 繁会員
・井岡 哲也会員
◇結婚記念日・高橋 宏一会員 ・福田 博隆会員

◇テレビ取材出演と新聞掲載されました。
増田 繁会員
◇何かに役立ててください。
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高橋 宏一会員

【会長挨拶】

会長 笹川 英一

医療従事者の方々が一息つけるのではないかと
思い、ほんとうにご苦労様でしたと感謝する次
第です。欧米ではスポーツやイベントなどノー
マスクで超満員のスタンドが見られます。日本
はどうしてなのと思いますが、子供の頃から他
人に迷惑はかけてはいけないよと育ち、協調、
調和を大切にする国民性もあるではないでしょ
うか。今日は八街幹部交番所長の塚本様がお見
えです。後ほど卓話をお願いいたします。テレ
ビニュースでよく八街市の痛ましい事故の話が
出ます。今回飲酒根絶ポスターに当クラブも協
こんにちは、今日はうれしいニュースから、 力しました。切に願うばかりです。ちなみに今
千葉黎明高等学校が県高野連２１世紀枠推薦 日11月10日命日の有名人が２００９年は森繁久
おめでとうございます。来年春の選抜高校野 弥さん96歳、３年後２０１２年森光子さん92歳、
球大会の初出場の期待が膨らんでいます。後 またその２年後２０１４年高倉健さん８３歳の
日西村会員にお話を伺えたらうれしいです。 命日だそうです。以上です。
先月10月22日付け日本経済新聞８面に「地
球の課題、今解決へ若い力と」題して国際
ロータリー理事東京西ロータリークラブ所属 【理事会報告】
幹事 小久保 和子
の辰野克彦さんのインタビュー方式の記事が
掲載されていました。すごくわかりやすくシ
ンプルに組織、理念、活動の説明がされてい
ると感じました。全国紙でロータリーの紹介
記事を見るのは初めてでしたので大勢の方が
良いイメージをもって参加、入会してくれる
といいなと思います。やはり先月３１日の２
７９０地区大会ですが、以前のような祭典の
色合いはなくグッと凝縮された式典で受付か
ら延べ５時間途中休憩１５分で前後左右均等
≪報告事項≫
に間隔をとったスツール指定席に碁盤上の碁
1.会計報告
石のごとく佇み傍聴していました。梶原ガバ
ナーがやけにサイズの大きいブレザー姿だっ
2.会長幹事会 11月18日(木) 印西RC当番
たのですが、なんと-15kg減量とのことでその
参加者（笹川会長・小久保幹事）
うち何キロかは八街クラブも影響しているの
かなと思いました。１９２０年東京ロータ
3.ロータリー財団学友50周年行事
リークラブ創立以来１００周年を迎え、日本
11月6日(土)Zoom参加 小久保幹事
ロータリークラブ１００周年ビジョンレポー
ト、編集者は本田博己さん（前橋RC）志田洪
4.情報研究会 11月11日(木)
顕さん(静岡RC)大室スグルさん(宝塚武庫川
会場 ANAクラウンホテル
RC)の３名で奉仕の第２世紀次の１００年に向
参加者(会長・幹事・鈴木会員・綱島会員)
けて、８つの視点で２２の提言を発表してい
ます。ロータリーホームページよりダウン
5.次年度ガバナーノミニー・デジグネート
ロード出来ますので、是非皆さんも斜め読み
寒郡 茂樹氏(富里RC)就任
でも結構ですので目を通してみてください。
この所新型コロナウイルスの感染者が全国で
6.12月1日例会 クラブ年次総会
も２００名を下回る状態が続いて、今月から
SAAの林さんにお願いして例会席の配置を少し
7.12月15日(水)インターアクト第53回指導者
変えてもらいました。まだまだ世間では慎重
講習会(オンライン)13時〜16時30分
な意見も多く、第6波に備えどのように抑え込
ホストクラブ 千葉経済大学附属高等学校
むか大いに議論されています。何はともあれ
スポンサークラブ 新千葉RC(小澤会員参加)
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8.12月22日(水)クリスマス例会(ヒルトン成田)
・18時〜20時（送迎バスあり）
＊会員は参加費無料＊

【卓

話】

9.第３回ブラッシュアップ研修会11月23日(火)
会場：千葉市民会館
・RLIパートⅠ2月5日午前10時〜午後5時
・RLIパートⅡ3月5日午前10時〜午後5時
・RLIパートⅢ4月2日午前10時〜午後5時
(会員は参加の検討をお願いします)
10.三委員会合同セミナー11月21日(日)
13時20分点鐘 会場 TKPガーデンシティ千葉
Zoom参加者（笹川会長・鈴木会員）

管内の情勢と「士気の高揚」について

≪審議事項≫
1.次年度地区委員の推薦について
生形会員、小久保幹事
2.ゴルフコンペ 11月25日(木) 八街RC主催
会場 千葉バーディゴルフ
八街RCからは8名参加予定
3.その他

八街幹部交番
塚本 誠 所長

八街幹部交番所長の塚本です。
本日は、八街ロータリークラブの定例会にお
招きいただきありがとうございます。また、今
回、この定例会において「警察活動に関するこ
となどをはじめ、何か話をしてもらいたい｡」
【幹事報告】
幹事 小久保 和子
との依頼を受け、大変、恐縮ではありますが、
お時間をいただきまして話をさせていただきた
◎指導者講習会（オンライン開催）のご案内
いとおもいます。
日時：2021年12月8日(水）13時～16時30分
はじめに、交通死亡事故発生状況と対策につ
会場：各学校
いてお話しさせていただきます。
10月31日現在の千葉県全体の状況は、交通事
◎第50回ロータリー研究会記念講演会
故により亡くなられた方が94人であり、前年同
オンライン視聴のご案内
期より12人少なくなっていますが、大阪、神奈
日時：2021年12月8日(木）14時30分より
川、東京、埼玉、北海道についでワースト6位
詳細：https://ri-seminar.com
となっています。
佐倉署管内では交通事故で7人の方が亡くな
◎RYLAセミナー開催案内及び参加について
られており、八街市内では6月28日に発生した
日時：2022年2月5日(土）
悲惨な交通事故の被害者を含む4人の方が亡く
場所：三井ガーデンホテル千葉
なられ、いずれの方も歩行中に被害に遭ってい
参加者：青少年14～30歳 男女各1名
る状況となります。
（締め切り2022年1月15日まで）
佐倉署では、このような悲惨な事故を二度と
発生させないために、飲酒運転の検挙と見守り
◎例会変更のお知らせ
活動の推進を強化しています。
≪成田RC≫
特に、飲酒運転の検挙については、昼間帯に
11月19日(金）移動例会（成田U-シティホテル） おいても飲酒運転検挙を視野に入れた取締りを
推進中のところ、10月25日からは、千葉県にお
≪富里RC≫
いても新型コロナの感染防止対策のため推進さ
11月23日(火）休会
れていた飲食店等における営業時間短縮、酒類
12月21日(火）クリスマス例会
の提供制限及び人数制限の緩和などが実施され
12月28日(火）休会
たことから、さらなる取締りの強化を行ってい
ます。
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また、見守り活動については、小学生被害
に係る悲惨な交通死亡事故の現場付近をはじ
めとした危険性のある場所において児童の安
全確保を最重点とした活動を推進しています。
次に、電話ｄｅ詐欺の発生状況についてお
話させていただきます。
10月29日現在の千葉県全体における電話ｄ
ｅ詐欺の被害状況は、件数は減少しているも
のの、被害金額は昨年同期より増えて21億円
を超えています。
この件数が減っているのに被害金額が増え
ているのは、被害者の家に直接赴き、現金
を受け取る手交型と言われる手口が増えてい
ることにあります。
佐倉署管内においても件数は減少している
ものの、被害金額は昨年より増え約6千万円
以上が被害に遭っている状況にあります。
これらの被害を防止するために､様々な対
策が考えられこれまで実践されていますが、
警察官役や上司役などに役割分担された詐欺
グループによる巧妙な話術や、嘘の話とばれ
ないようにするために、ほかの家族との連絡
を遮断させるような手段を講じて、正常な判
断が出来なくなってしまう状態に陥らせて現
金を渡してしまうなどの被害に遭ってしまう
のです。
また、最初に電話に出た人が犯人からの電
話を子供や孫からの電話だと騙されてしまう
と次に電話に出る人まで騙されてしまうとい
うことがあります。たとえば、おじいさんが
犯人からの電話を「孫からの電話」と騙され
てしまうと、次におばあさんが話をしても、
おじいさんから「○○（孫の名前）からだ
よ」と言われて電話を渡されることになるこ
とから「少し声が違うな」と感じても騙され
てしまう可能性が高くなってしまうのです。
電話でお金が絡む話になった場合には 、
「本人に間違いないのか？」ということを冷
静に判断していただく必要があり、そのため
には、本当の子供や孫しか知らないことを
質問してみることも被害を防止するには有効
だと思います。
電話でお金の話が出たら「詐欺」です。
お金が絡む電話がかかってきたら、まずは
警察に相談することが被害を防止する上で
大切なこととなりますので、今日、私がお願
いする「振り込む前に警察に相談」という

ことを知り合いの方にお話ししていただきたい
と思います。
最後に、「士気」について話をさせていただ
きます。以前、読んだ警察庁ＯＢの方が執筆さ
れた本に「士気」について、
○ 士気とは集団的精神状態であり､士気が高け
ればトラブルや規律違反が減少する。
○ 士気が高ければ、たとえ物理的条件が劣悪
でもすぐれた力を発揮できる。
○ 士気の第1条件は、「共通の目的｣、第2条件
は「各個人の役割意識｣、第3の条件は「仲間意
識」である。
といった内容が記載されており、ひとつの例と
して、「集団で歩く場合は、個人で歩くよりも
長い距離を歩くことができる｡」といった話が
紹介されていました。
私は、その事例が弱小チームであった青山学
院大学を箱根駅伝で連続優勝するまでの強豪校
に育て上げた原監督の指導方法と重なり「なる
ほどな」と納得したのです。
その理由は、強い駅伝チームとなった青山学
院大学は、上位の成績を維持しようと団結して
いるため、士気の高さを感じることができ、く
だらない不祥事を発生させたという話も聞かな
いからです。
これは、職場でもあてはまることであり、士
気が低く職場環境の悪い職場は不祥事が発生す
る可能性が高く、反対に士気が高い職場は、み
んながひとつの目的に向かってそれぞれが全力
投球をしているので不祥事が発生する要素が少
なくなるからです。
よく、ハラスメントが問題となっていますが、
ハラスメント行為は職場環境を悪化させること
になることから、当然、働く職員の士気は低下
して様々な問題が発生してくるばかりか、最終
的には、優秀な人材がその職場に集まらなくな
るため組織が弱体化してしまうと言われていま
す。
私は、現在、八街幹部交番所長として勤務し
ていますが、この本から学んだ士気の大切さを
肝に銘じ、いかに勤務員の能力を最大限に発揮
させて八街市の治安を守っていくか、また、八
街幹部交番で働けることを良かったと思える環
境をどう構築していくかについて、これからも
創意工夫していきたいと思っています。
以上で、私の話を終わらせていただきます。
ご静聴いただきありがとうございました。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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