
例 会 報 告

◆司　　    会　岩田　滿治君

◆斉　     唱　国歌 ・ 君が代／ＲＳ・ 奉仕の理想

◆ゲ　ス　ト　 愛知県北警察署　署長様はじめ

　　　　　　　　 警部補様、 巡査部長様、 巡査長様

第１８５７回例会記録  ２／５ （水）  晴

本日の例会 （第１８５８回） ２／１２ （水）

次回の例会 （第１８５９回） ２／１９ （水）

会長　近藤　朗

出 席 報 告

会員数      ３４名

欠席会員数       ８名

出席会員数     ２６名

出席率  　７６.４７％

前々回訂正　　  １８５５例会

欠席会員　　　　　 　３名中

MAKE UP  　　０名

出席率訂正　　　 ９０.３２％

会 長 挨 拶

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 ： 名古屋東急ホテル　中区栄 4 丁目 6 番 8 号

事務局 ： 名古屋市中区栄 4 丁目 6-3　岡崎ビル 2Ｆ　

 TEL （052） 253-9075　FAX （052） 253-9076 

E-mail　meihokrc@beach.ocn.ne.jp

会　長 ： 近藤朗　幹　事 ： 梅村美知容　会報委員長 ： 尾関正一

《優良消防署員表彰》

◆卓話紹介会員　職業奉仕委員会 委員長 足立陽一郎君

◆スピーカー　　　 名古屋市北消防署　署長 矢野　誠様

　　「戸別訪問による防災用品を活用した意識啓発について」　　

 ２０１９～２０２０年度　№２７
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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、近藤会長より表彰状及び記念品を

    贈呈致します。又、 署長　後藤　安彦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.  本日より、 林　功 ( はやし　いさお ) 君が入会されます。

    所属委員会は、 親睦活動委員会です。 従いまして、 会員数は

　　３５名になりました。 後程、 入会式を執り行いますのでよろしくお

    願い致します。

3.　 ３月１１日 ( 水 ) の６ＲＣ合同夜間例会について、出欠のご提出の

幹 事 報 告

《会員卓話》

◆卓      話　西脇　良一君　　

皆さん、 こんにちは。 先週から今現在も、 世間はコロナウィルスの

話題でもちきりです。 武漢からの日本人の帰国等も、 注目されまし

た。 今後、 感染は広がるのか止まるのか、 日本中が関心をもって

見守っています。 さて、 折しも、 春節、 中国の方々を観光地で見

かけることも多かったと聞いています。そこで、私、調べてみました。

「中国人の観光客は、いつ頃から増えたのだろう？」 と。２０１９年の

統計ですと、 中国の方々の入国は、９６５万人余です。外国人の入

国者数の全体が、 ３１９０万人弱ですから、全体の３分の１弱を中国

の方々が占めるということになります。では、 それはいつ頃からか？

といいますと、 手元の資料で２００３年、１７年前では、４４万８０００人、

そこから、少しずつ増え、１００万人を越えるのが２００８年、１２年前で

す。 その後、 １００万人台で推移しながら、 ２０１４年に２４０万人と、

初めて２００万人を突破しました。それでも、６年前には、今の４分の１

程度の入国者数だったわけです。それから、ぐんぐん伸び、２０１６年

以降は、あたかも、「年」 と 「数値」 が一致するように、２０１６年が６３７

万人、１７年が７３５万人、１８年が８３８万人、１９年が９５６万人と１００万人

ずつ増えていきました。その原因の一つは、２０１７年の 「中国人観光

客向けのビザの緩和」にあると言われています。その時期から、日本

は、「中国人のお金持ち、いらっしゃい！」 という政策を採ったという

ことです。具体的には、通常、「シングルエントリー」すなわち、「一回

入国し、出国したら失効」 というビザが発給されているところ、徐々

にこれを緩和し、１７年には、これを一般化して、一定の経済力を有

する人とその家族には、「有効期限３年、１回３０日」というものを発給

するようになりました。それだけではありません。さらに相当の高所得

者に対しては、「５年間有効、 一回の滞在、 ９０日」 という条件での

発給も可能となっています。ただ、 「一定の経済力を有する」 とい

うのは、年収１０万元、「相当の高所得者」 というのは、年収２０万元

とされている様子です。本日の相場でいえば、１元が１５円６０銭くらい

ですから、１５６万円、 ３１２万円くらいということになります。こうしてみ

ると、 例えば 「２泊３日４人家族で」 というのも、年収との関係では、

楽な人ばかりではなく、「よし！今年はがんばったから、皆で日本に

行こう！」 「来年も、 がんばるぞ！」 というような姿が見えてきます。



梅村 美知容さん　 林功さん入会式うれしいです。

渡邉　泰彬君　　  妻の誕生日を祝っていただきます。

加藤　あつこさん　林功様本日入会おめでとうございます。

　　　　　　　　　　　　よろしくお願い申し上げます。 　

【後藤様、 堀尾様、 志渡澤様、 髙柳様ようこそいらっしゃいました

後藤様、 卓話よろしくお願い致します】

近藤　  朗君　杉浦 定文君　西脇 良一君　足立陽一郎君　

石黒　 　 勉君　平子 明資君　梶川 久雄君　玉置 正樹君　

宇都木 寧君　加藤 昌之君　香田 研二君　尾関 正一君

伊藤 晋一君　北村紀子さん　西村　　　努君　塚本　　 隆君　　

　入江由希子さん　吉村 知紗さん　　　　　　 合計 ２１,０００円　　　　　　

ニ コ ボ ッ ク ス

入 会 式

優良警察官表彰

愛知県北警察署の優良警察官３名の方を表彰しました。

入会式は、 杉浦ロータリー情報委員長が 「ロータリーの目的」 を

朗読した後、 林新会員が 「四つのテスト」 を朗読し、ロータリアン

としてそれらの遵守を誓約。 ついで近藤会長より 「ロータリーの目

的」、 「四つのテスト」、 バナーの贈呈並びにエンブレムの贈呈。

推薦者　加藤あつこさんからの紹介と林君より入会挨拶が行われ、

歓迎の拍手で入会式は終了致しました。

林君のプロフィール
林　功 （はやし　いさお） 君 （推薦者 ・ 加藤　あつこさん）

事業所 ： 中部配管株式会社

名古屋市南区塩屋町 3-16

地位 ： 代表取締役

職業分類 ： 建設業

卓 話　　締め切りは本日までとなっております。ご提出がお済でない方は、　　 

　　至急ご提出ください。 また、 出席でご提出の方へ当日のプログ

    ラムを同封させていただきました。 ご確認をお願い致します。

4.　２月１日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が 1 ドル 110 円

    （1 月 ： 110 円） に変更される旨、国際ロータリー日本事務局よ

    り連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。

5.　ロータリー財団の寄付について、 ２月寄付をご希望の方にご案

   内を同封致しました。 専用口座までご入

　　金をお願い致します。

林　功君が入会しました。 紹介をいただきました北警察署の署長の後藤でございます。 本日

は当署３名に対しまして感謝状を贈呈をいただき、 ありがとうござい

ます。 本日は、犯罪や交通事故の数字を並べるよりは、実際北警

察署でおこっていることをお話します。自動車の盗難は高級車が狙

われることが多いです。高級車に乗りながら住宅対象の侵入をしま

す。 テレビ等でご承知かとは思いますが、なぜ高級車なのか？高

級車は、 走っている時に音がしないから高級車を盗みます。

プリウス・ アルファード・ レクサス ・ハリヤ― ・ラウンドクルーザーが

泥棒を専門に稼業としているものに狙われます。 最近どうやって犯

行をするのかと言うと、通常はスマートキーで電波が出て車の近くに

行くと鍵があきます。 それを逆手に取って、だいたい鍵は玄関に置

いてあると思いますが、 泥棒は玄関まで行って微弱電波を機械で

拾います。 それで鍵は自宅にあっても盗まれます。 その犯行はリレ

ーアッタクと言う言葉が用いられています。

対策として缶カンに鍵を入れておくと電波が届きませんので、 リレ

ーアタック方式の犯罪が防げます。 しかしそれだけでは、 完全に

は防げないです。調べたところ車にハンドルロックが付いていると狙

われにくいことが分かりました。 皆さんも是非つけて下さい。

今実際に北区では毎月２台から３台の車が盗まれています。

北警察署では缶カンを無償で配る活動を行っております。

今回このような機会をいただきましたが、 ３名のみならず、 署員全

体に皆様方からいただいたお気持ちを伝えながら、 北区の安全安

心を貫いて市民の皆さま方の生活を守っていきたいと思います。

引き続きご指導よろしくお願いいたします

愛知県北警察署　署長　後藤　安彦様


