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かりされることをお勧めいたします。外で拾ってきたイ

《戦争と紛争予防・紛争解決月間卓話》

ンフルエンザウィルスは喉の粘膜に付着後２０分程度
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ことは帰宅してからのうがいでは実際は手遅れになる
可能性が高いのです。お茶のカテキンにはインフルエン
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ら胃の方に流し込むことができます。インフルエンザウ
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国歌・君が代／RS・奉仕の理想

大丈夫、という軽い気持ちで考えておられる方も多いの

愛知県北警察署

ではないでしょうか。子供とお年寄りにとっては死につ

◆ゲスト紹介

渉君

感染することはありません。インフルエンザは一度かか
ると高熱が出てとても大変ですが、命には関係ないから

警務課長様はじめ

警部補様、巡査部長様、巡査長様
（会長ゲスト）

小林

直樹様

ながる病気です。予防には十分注意を払って頂ければと
思います。また他人にうつさないことも重要です。イン
フルエンザは飛沫感染と言い、くしゃみや咳で唾液が飛

出
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膜でウィルスが侵入し感染する経路をたどります。くし
ゃみをするときのエチケットはご存知でしょうか？マ
スクをしていれば一番良いのですが、くしゃみが出そう
になったら腕で鼻と口を押えてハクションするのが他
人への感染を予防するのには効果的であると言われて

会

長

挨
会長

います。人類は昔からいろいろな病気に悩まされてきま

拶
杉浦

した。その中でも人類の命を一番奪ったのがガンでも心

定文

臓病でもありません。インフルエンザです。最も有名な
ものが１９１８～1919 年に起こったスペイン風邪で
す。これも鳥インフルエンザの突然変異でその当時誰も
免疫を持っている人はいませんでした。そのため全世界
で感染者は約 5 億人以上、死者は 1 億人におよび、当時
の世界人口は約 18 億人～20 億人の人類の約 3 割近く
がスペインかぜに感染したことになっています。また日
本では当時の人口 5,500 万人に対して 48 万人が死亡

今年はインフルエンザが猛威を振るっております。特
に愛知県では全国一の患者数となり周りでもかかられ
た方も多いのではないかと思います。外出される際はマ
スクで防御し、帰宅後こまめな手洗いうがいなどをしっ

したようです。今年は特効薬のゾフルーザというインフ
ルエンザに対して 1 回服用すれば 24 時間以内に体内か
らインフルエンザウィルスが消えるという素晴らしい
薬が開発され、実際それを服用して恩恵を受けられた方

卓話

も多いと思います。しかしもう耐性ウィルスが出てきた

愛知県北警察署 警務課長様

というニュースも聞きました。薬を開発すると多くの菌
やウィルスが死滅しますが、その中でわずかに残りその
苦難に耐えた菌やウィルスの子孫にはもう薬は効きま
せん。人類と薬はそんないたちごっこがずっと続いてい
ます。皆様もお体には十分ご留意ください。

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、杉浦会長より

表彰状及

び記念品を贈呈致します。又、警務課長様に卓話をして頂

本来ならば、ここで北警察署長がごあいさつ申し上げると

くことになっておりますので、よろしくお願い致します。

ころでありますが、所用がありまして、私、警務課長が代

２．2019～2020 年度版ロータリー手帳配付に関するア

わりにごあいさつさせていただきます。よろしくお願いい

ンケートを同封致しましたので、２月２０日（水）までに

たします。

ご提出ください。

本日は、貴団体の表彰状贈呈式が、厳粛な中にも盛大に

３．６月１９日（水）
、２７日（水）の例会内容を変更させ

挙行されましたことをまずもってお慶び申し上げます。ま

ていただきますのでご報告いたします。

た、北警察署からは３名の者が貴団体から表彰を受けまし

６月１９日（水）夜間例会及びＩ．Ｄ．Ｍ．
（１７時３０分

たことは大変喜ばしいことであり、深く感謝申し上げます。

より、会場：志ら玉）
６月２７日（水）クラブフォーラム

それでは、最近の治安情勢について、交通面、防犯面か
ら少しだけお話させていただきます。

４．名古屋北ＲＣより、昨年４月にご逝去された浦野光男

昨年、愛知県内では 189 人の方が交通事故で亡くなられ

様の遺作展についてご連絡いただきましたので、ご案内を

ました。一昨年と比べて 11 人減少したものの、残念ながら

同封させていただきました。

平成 15 年から続く全国ワースト１位返上には至りません
でした。しかし、昭和 25 年の 169 人以来、実に 68 年ぶ

優良警察官表彰

りに 100 人台に抑えることができ、ワース２位の千葉県と
も僅差であり、今年こそは何としてもワースト１位を返上
するため県警の総力を挙げて、交通死亡事故抑止に取り組
んでいきます。
交通事故死者の内訳を見てみますと、歩行者は 69 人で、
そのうち横断歩道を横断中は 21 人であり、横断歩道以外
の場所を横断中も 18 人に上りました。また、交通事故死者
で高齢者の占める割合は 55％、子供については幼児の５人
の尊い命が失われました。
昨年ＪＡＦ（ジャフ、一般社団法人日本自動車連盟）が
実施した「信号機の設置されていない横断歩道を通過する
自動車を対象に、歩行者が渡ろうとしている場面での一時

愛知県北警察署の優良警察官３名の方を表彰
しました。

停止状況」というのを調査しました。、
「全国平均は 8.6％、
愛知県はと言うと 22.6％でした。これは、止まらなかった
車の数ではなく、止まった車の数です。実に 10 台のうち８
台の車は止まってない」という実態が明らかになりました。
免許を取得する際に、自動車学校で「横断歩道で人がい
たら、必ず止まる」と学んだはずだと思いますが、いつの
まにか大半の方が忘れてしまっているのが現状のようです。
横断歩道に人がいても止まらなかったらどうなるか、横断
歩行者妨害等違反という道路交通法違反となり、違反点数
は２点、反則金は普通車で 9,000 円となります。どうか、
高齢者をはじめ児童の姿を見たら必ず停車し、歩行者を保
護するという意識を高めていただきたいと思います。

ちなみに毎月 11 日は「横断歩道の日」ということをご存じ

Ｇ20 愛知・名古屋外務大臣会合が開催されるほか、天皇陛

ですか。この日は特に厳しく取締りを行っていますので覚

下の御退位、皇太子殿下の御即位に伴う行事も予定され、

えておいてください。

元号も新しくなるなど、非常に慌ただしい１年になること

もう一つ、高齢者事故の特徴として、
「あじのひらき」と
いうのがあります。

が予想されます。
我々愛知県警は、県民が「安心」して暮らせる「安全」

あ～歩くひと、じ～自転車に乗るひと、ひ～左から来る

な愛知を目指して、これからも邁進していきます。皆様方

車と衝突、ら～ライトが点く頃に多発、き～近所で油断、

にもどうか、安心・安全な社会の実現の推進役として、一

といったのが、高齢者の交通事故の特徴であります。

層のご支援、お力添えを賜りますようお願い申し上げして、

ドライバーの方へ、
「歩行者を事故から守る気持ちを忘れ
ずに運転してください」、
「早めのライト点灯と、ハイビー

私のあいさつとさせていただきます。ご静聴ありがとうご
ざいました。

ムの活用も忘れずに」をどうか実践していただきますよう
よろしくお願いします。

二 コ ボ ッ ク ス

次に防犯面についてです。
昨年の刑法犯認知件数は、55,087 件で、前年比－

【本日は優良警察官の表彰を行います。又、梅村篤さんのご友

10,424 件、約 16％減少させることができました。刑法犯

人の小林さんをお迎えしての例会です。よろしくお願いしま

認知件数が最も多かった平成 15 年は 22 万 5,000 件でし

す。
】

たので、実に４分の１に減ったということになりますが、
皆さんはその実感がありますか。
刑法犯認知件数は大幅に減り、侵入盗につきましては、
12 年ぶりに全国ワースト１位を脱却しましたが、住宅対象
侵入盗は全国ワースト１位が続いているほか、自動車盗に
ついては 839 台の自動車が盗まれ、特定の車種の自動車被
害が多発しました。さらには、特殊詐欺の被害総額が２年
連続で 10 億円を超えるなど、県民の安心・安全の確保には
至っていない状況にあります。
特に、特殊詐欺について、架空請求詐欺による被害が全
体の 37％を占め、有料サイト利用料等名目、訴訟関係費用
等名目などの被害額は７億 1,648 万円に上ります。次に多
いのが、オレオレ詐欺による被害で全体の 35％を占め、警
察官・金融機関等かたり、還付金手続きに伴うカード交換
名目、株取引関連名目等で被害総額は３億 2,064 万円とな
っております。
皆さんのご家族が、特殊詐欺の被害に遭わないためのお
願いです。
・

「電話をきらないで」と言われたら、詐欺です。

・ 「暗証番号を教えて下さい」と言われたら、詐欺です。
・

キャッシュカードを受け取りに来る者は、詐欺の犯人
です。

・

「ＡＴＭの前で手続きを説明します」と言われたら、
詐欺です。

・

「現金を宅配便で送れ」と言われたら、詐欺です。

・

一人で判断せずに必ず誰かに相談して下さい。

・

ご自宅に特殊詐欺の電話がかかってきた場合は、犯人
に「詐欺だろう」などと伝えてしまった場合でも、警
察への通報をお願いします。

などを浸透させていただき、被害に遭わないように注意し
てください。
最後に、本年は、６月に第 70 回全国植樹祭、９月と 10
月にかけてラグビーワールドカップ 2019、11 月には
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