
                                                               

本日の例会（第１７６８回）     ２／１４（水） 
《戦争と紛争予防・紛争解決月間卓話》 

◆スピーカー 加藤 あつこ会長 

次回の例会（第１７６９回）     ２／２１（水） 
《優良消防署員表彰》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会 委員長  玉置 正樹 君 

◆スピーカー 名古屋市北消防署 署 長  矢野  誠 様  

第１７６７回例会記録      ２／７（水）晴 
◆司   会 岩田  滿治君 

◆斉   唱 君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介  愛知県北警察署 副署長    神谷 良三 様 

                  警部補   木村 嘉仁 様 

                  巡査部長   森  寛志 様 

               巡査長    川原 卓真 様 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  176５回例会 

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  29名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  82.86％  出席率訂正  93.94％ 

 会  長  挨  拶 
会長 加藤 あつこ 

皆さま こんにちは。冬型の気圧

配置にこの愛知も今日から－3 度、

－１度、－1度と寒さが続き、北

陸地方は記録的な大雪に見舞われ

国道では 1,500台の車両が立ち

往生し死傷者まで出ています。ま

た 台湾の花蓮では、M6 強の地震災害もおきています。被災地の皆さまに

はお見舞い申し上げます。 

本日は、愛知県北警察署の副署長 神谷 良三様はじめ 警部補 木村様、 

巡査部長 森様、巡査長 川原様、皆さまにお越しいただきました。 

みなさま、ご公務、ご多忙の中 ご来訪 賜りありがとうございます。 

皆さまがたの 長年のご功績をたたえ、表彰をさせていただく予定です。 

栄えあるご受賞を心からお祝い申し上げます。おめでとうございます。また 

神谷副署長様には、卓話をお願い申し上げます。よろしく お願い申し上げ

ます。 

さて 寒い寒いと言っていますが、韓国・平昌（ピョンチャン）は、こんな

寒さではないようです。2 月 9日から第 23 回冬季オリンピックが、この平

昌にて開催されます。本日は、３大会 連続の五輪代表、そして 日本選手

団の主将を務めるスピードスケートの小平奈緒選手のお話をしてみようと思

います。 

小平選手は長野県茅野市出身の 31 歳。中学校時代からスピードスケート選

手として注目され、中学 2 年時には高校生も出場する全日本ジュニアで優勝

して史上初の中学生王者になりました。高校でもインターハイで優勝するな

ど活躍し、清水宏保氏（長野大会の金メダリスト）を育てた結城監督がいる

信州大学へ進学します。大学では特別配慮を受けずに単位を取得しながら、

全日本スピード距離別選手権で優勝するなど大学時代も活躍して、長野県相

澤病院に就職、病院の医学面でのサポートも受けながらオリンピックを目指

します。 

2010年バンクーバー大会は個人種目でのメダル獲得は出来ずも、女子団体

パシュートで日本女子としては初の銀メダルを獲得し、大卒初の女子メダリ

ストとなりました。2014年ソチ大会も個人種目でのメダル獲得とはならず、

その後、強国オランダに練習拠点を移します。そして、2014 年ワールドカ

ップ 500ｍでの初優勝をきっかけに実力が上がり、世界距離別選手権などで

優勝、現在は 500ｍでは一昨年から世界で 24 戦無敗、1000ｍでは日本女

子初の世界記録をマークし、五輪での 2 冠が期待されています。そんな小平

選手が五輪シーズンの今季、長野で始動した時に報道陣から意気込みを聞か

れ、「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」とインド独

立の父であるガンジーの言葉を口にしました。世界の頂点に立っても、さら

なるスピードや探究心は尽きることがないようです。「日常生活では 24 時間

スケートを考えている。磨き上げた自分自身を五輪に持っていきたい」と彼

女は語ります。そして 彼女がオランダに飛び出し、自分を見つめ直した時

に気づかされたことが、「与えられるものは有限、求めるものは無限」だそう

です。「与えられたことで満足するのではなく自分で求めていく」、その先に

追いかける究極の滑りがあると彼女は信じています。地元・長野大会から 20

年。「清水選手が見ていた景色を、私も自分の目で見てみたい」との思いを込

めて戦う彼女の活躍に期待しましょう。 

今日は何の日 

 1184 年：源氏と平家、一の谷の戦いで 源 義経が勝つ 

 1873 年：仇討禁止 

 1943 年：太平洋戦争で日本軍、ガダルカナル島 戦いに敗れて撤退完了 

 1960 年：東京の 電話局番が 3 桁になる 

 1998 年：長野 冬季オリンピック開催 

幹 事 報 告 
１．本日は社会奉仕委員会行事の一環としまして、愛知県北警察署の優良警

察官の方々に、後程 加藤会長より表彰状及び記念品を贈呈致します。又、

副署長 神谷 良三様に卓話をして頂くことになっておりますので、よろし

くお願い致します。 

２．来る３月７日（水）、東急ホテルにて行われる創立記念夜間例会及び I.D.M.

の出欠票を同封致しましたので、２月１４日（水）までにご提出下さい。 
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～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．３０ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



３．2018～2019 年度版ロータリー手帳配付に関するアンケートを同封致

しましたので、２月２１日（水）までにご提出ください。 

４．家族忘年会の写真が出来上がりましたのでお持ち帰り下さい。 

 

優良警察官表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 

     愛知県北警察署  副署長 神谷 良三 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ただ今、ご紹介をいただきました北警察署副署長の神谷でございます。 

 皆様には、平素より警察業務万般にわたり、深いご理解と格別なご支援ご

協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。 

 先ほどは、当署員 3 名に対して、過分なる表彰状をいただき、誠にありが

とうございました。 

彼らは、これを励みに今後一層奮闘努力する所存でありますし、また他の署

員も彼らを見習って、努力してくれるものと思います。 

 さて、本日のテーマは侵入盗としましたが、その前に、昨年の犯罪発生状

況について、少し説明させていただきます。 

 愛知県の犯罪認知件数は、ここ数年減少傾向が継続しており、昨年は前年

より 4 千 743件減少して、6万 5千 511件となりました。 

 この数字は、東京、大阪に次いで、全国第 3 位となっています。 

 侵入盗も減少しておりまして、前年より 308 件少ない 6千 850 件であ

りましたが、11年連続で全国ワースト 1 位となっており、2 位の千葉県よ

り約 1 千 300件も多いなど、2位以下と大きな差がついています。 

 当署の認知件数につきましても、昨年は前年より 76 件少ない 1840 件で

したが、侵入盗に関しましては、前年より 62 件増加して 167 件と、こち

らは大きく増加しています。 

 そこで今日は、侵入盗の中でも、最も生活に密着した「空き巣ねらい」に

的を絞って、話をさせていただきます。 

 孫氏の兵法に「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」というものがあ

りますが、防犯というのは、まさに泥棒との戦いですから、戦いに勝利する

ためには、敵である泥棒のことを知ることが重要となります。 

 まず、泥棒の気持ちですが、これは大きく分けて 2 つあります。 

 1つ目は、「自分は盗みのプロである」と思っています。 

 確かに、他に仕事をしておらず、盗みで生計を立てているので、職業は泥

棒ということになりますし、また盗みを成功させるための努力や準備を怠り

ませんので、そういう意味では「プロ」と呼べるかもしれません。 

 2つ目は、「自分は絶対に捕まらない」です。 

 周到な準備をして盗みを行い、何度か成功体験を重ねるうちに、自分は絶

対に捕まらないという愚かな自信につながっていくのです。 

 次に、仕事ぶりについて話します。 

 泥棒は、プロとしての自覚とプライドを持っているので、行き当たりばっ

たりで、盗みに入るようなことはしません。 

 必ず下見をして、情報を収集します。 

 下見は、現場周辺を直接みるだけでなく、インターネットの航空写真を使

うこともあります。 

 泥棒は、その家を見ただけで、家族構成が分かるといいますし、また嫁姑

の仲の良し悪しまで分かるといいます。 

 この下見をすることで、家族やご近所の帰宅時間や乗っている車の種類等

が分かりますし、また犯行を行う上で最も重要な、逃走経路を決めることが

できます。 

 どんなに多くの金品を盗んだとしても、見つかって行き止まりの場所に逃

げ込んだりしたら、捕まってしまいますので、見張りの場所や逃走経路と決

めておくことは、大変重要なことなのです。 

 皆さんの中には「うちはお金を上手に隠しているから大丈夫」という方が

みえるかも知れませんが、それは良い考えではありません。 

 信じられない話ですが、泥棒の中には「お金のありかは、においで分かる」

と言う者もいます。 

 泥棒が、お金のにおいをかぎ分ける能力を持っているとは考えにくいので

すが、要するに泥棒は、色々な家に盗みに入って、現金の隠し場所を経験的

に知っているので、それを「お金のにおいがする」と表現しているのです。 

 お金の隠し場所は色々ありますが、金庫はお勧めできません。 

 理由は簡単で、金庫には金目の物が入っていると、誰でも分かるからです。 

 金庫には、丈夫な鍵がついていますが、泥棒は別に鍵を開けなくても、壊

せばいいわけですから、意味がありませんし、また重さ百キロもある耐火金

庫でも、高層住宅の高い階から下に投げ落とせば簡単に壊れてしまい、中の

物が盗まれてしまうのです。 

 では、こんなプロ相手に、どういう対策をとればよいのでしょうか？ 

 皆さんを犯罪の被害から守ったり、犯人を捕まえるのは警察の仕事であり、

昼夜を問わず、警戒活動や犯人逮捕のための捜査活動を行っているわけです

が、どうしても警察の力だけでは限界があります。 

 そこで必要となるのが、地域の力です。 

 ロータリークラブの皆様には、毎年管内の学区に防犯カメラを寄贈してい

ただいておりますが、こうしたハード面の防犯と、住民の方々によるパトロ

ールなど、ソフト面の防犯活動が相まって、地域の高い防犯力につながるの

です。 

 よく警察が「泥棒は音・光・時間・地域の目を嫌がる」といいますが、あ

れは本当です。 

 こうした個人の努力に加えて、地域全体の高い防犯意識が加われば、大き

な力を発揮します。 

  安心して暮らせる安心な北区を実現するためには、地域の皆様、行政、

そして警察が強固に連携することが大切でありますので、これからも、ご理

解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

二 コ ボ ッ ク ス 
梅村 美知容さん 日本海は大雪ですね。名古屋は良い天気、ありがたいです。  

石黒 勉君 ニコボックスにご協力、有難うございます。 

【北警察署 副署長 神谷様はじめ本日の表彰者の皆さまようこそお越し

下さいました。おめでとうございます。本日はよろしくお願い申し上げます。】 

加藤あつこさん 

梶川 久雄君 

横井  登君 

渡邉  泰彬君 

伊藤 晋一君 

阿部 美男君 

宇都木 寧君 

梅村  篤君 

平子 明資君 

香田 研二君 

杉浦 定文君 

斉藤 裕也君 

西脇 多吉君 

近藤  朗君 

岩田  滿治君 

遠藤 友彦君 

足立陽一郎君 

西脇 良一君 

梅田  渉君 

小關 敏光君 

加藤 昌之君 

尾関 正一君 

北村紀子さん 

柴山  利彌君 

木村 雅一君 

祖父江佳乃さん 

入江由希子さん 

 



 


