
・点　鐘　半田会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　前島職業奉仕委員�

・ビジター（新所沢）磯田力彦ガバナー補佐�
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【会長報告】

「君が代」原典とされる「古今和歌集」１１１１

首中３４３番目の歌を配布しました。米・中の

国歌は戦いを鼓舞するものですが日本のは優

しい。山田耕筰がドイツ留学中、国歌の品評会

があり「君が代」はＮＯ１だったそうです。Ｈ

１１年、広島の高校で校長が自殺したのを契機

に「国旗国歌法」が成立。当時、野中広務官房長

官は国会で「強制力はない」と答弁。世界でこ

ういう国は無いそうです。図書館に１０冊位

本がありますのでご興味のある方はどうぞ。

【幹事報告】
・３／３（土）ＩＭ。各クラブ会長による演劇は
　磯田ガバナー補佐の演出です。
◎例会変更のお知らせ�
◇所沢中央ＲＣ�
・２／１４（月） 創立記念例会（移動例会）�
　　　　　  梅の花（所沢店）　点鐘１８：３０
・３／７（月）   振替休会　３／５（土）ＩＭ�
・３／２１（月） 法定休日�
◇所沢東ＲＣ�
・２／１０（木）移動例会「企業見学」�
・２／２４（木）移動例会「皆成会」贈呈式�
・３／３（木）   例会振替 ３／５（土）ＩＭ��
・３／１０（木）例会振替 ３／１２・１３親睦旅行�
・３／１４（木）例会取止�

◇入間ＲＣ�
・３／３（木）   例会振替  ３／５（土）ＩＭ��
・３／３１（木） 例会振替  ４／２・３（土・日）地区大会�
◎１０━１１年度  第２５７０地区第３グループ ガバナー補佐�
　磯田力彦様（新所沢ＲＣ）ご挨拶
　３／５（土）ＩＭは「学び・楽しみ・交流する」３本
立て。ＲＣの歴史（「友」２月号Ｐ２８）をドラマに
して学びます。４回の練習で本番突入。広い劇
場ですので大勢でお出で下さい。

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君
「親睦研修旅行」会費５万５千円（２名１室６万
２千円）。納得のお値段かと思います。トイレ付
大型バス利用。２／１６申込締切。｢日高チャリ
ティーゴルフ｣は当委員会が窓口。２／９締切。
◎出席委員会　　　　　　　　　　小久保君
　２／２１（月）ＭＵツアーは会議所前１７：４５発。
帰飯後の懇親会はツアー不参加の方もどうぞ。
◎会報・広報委員会　　　　　　　　馬場君
　１／２９東松山・紫雲閣、第２回クラブ奉仕部
門広報セミナー。プレスリリースに関しては
文化新聞社、飯能ケーブルテレビと「（飯能は）
恵まれていて良いですね」と言われました。
吹上、新座こぶしＲＣでは１０数名の会員数で、

会報は現在も手作りだそうです。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】
１／２９（ガバナー）馬場君、木川君
２／１（入間南）木川君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・岩上副署長様、磯田ガバナー補佐様、本日は
　有難うございます。宜しくお願い致します。
　  半田君、安藤君、和泉君、田辺君、中里（昌）君
　　  矢島（巌）君、市川（洋）君、小川君、小久保君�
・先日の武球会にて優勝致しました。これか
　らも精進します。　　　　　　  矢島（高）君�
・結婚記念日、お花を有難う。　　吉田（健）君�
・入会満５年経ちました。今後とも宜しくお
　願いします。　　　　　　　　　　大野君�
・妻の誕生日にお花を頂きました。有難うご
　ざいました。　　　　　　　　　　大崎君�
・早退。　　　　　　　　　　　　　島田君
本日計２３，０００円、累計額９６０，６２２円。
◎９日例会当番は塩野会員、土屋（良）会員です。
�【卓　　話】
講師紹介　　　　  矢島（巌）クラブ奉仕委員長
　群馬県館林市生まれ。Ｓ５３年、埼玉県警察官。
Ｓ６２年、警部補、秩父警察署山岳救助隊員（８
年間）。Ｈ７年、警部、大宮警察署本部警備課・関
東管区機動隊中隊長。警察庁警備課、Ｗ杯事務
局等担当。Ｈ１８年、警視として上尾警察署本部
警備課・関東管区機動隊大隊長。一昨年、現職。

「機動隊」には埼玉県、関東管区とあり、関東
管区では全国の警備事象に当たります。ここ
２０年位の大きな警備には全て参加。雑踏警備
では秩父夜祭、氷川神社初詣、サミット、Ｗ杯
等経験しています。
　飯能警察署管内（日高含む）の犯罪認知件数
は昨年１６００件、一昨年１８００件。多いのは自
転車盗４００件、万引き１６０件。侵入盗（泥棒）は
空き巣（昼間）・忍び込み（夜間）が１４０件、車上
狙い１４０件。学校の体育館等で夜間、一般の方
がクラブ活動等をしている間に車のガラスを
破って盗む。そういう所では車が物置きにな
るのです。検挙率は一昨年２８から昨年は３２％
（５１７件）。“田舎の都市”から“新興住宅地”に
飯能が変わってきたと実感するのは犯罪発生
傾向が「ドーナツ状」になっているためです。
強猥事件（痴漢）、泥棒は駅前、繁華街ではなく、
新興住宅地で発生する率が高い。美杉台、笠縫、
川寺等に向かう途中で犯罪が発生している。
「振り込め詐欺」は県で５６５件、被害額８億２
千万円の被害。飯能署管内１０件、８００万円。警
察官を名乗る人から「口座が犯罪に使われて
いる。登録し直すので暗証番号を」「銀行協会
の者にカードを預けて」と告げられ、おかしい
と気付く前にカードを取ってしまう手口が主
流。１０人の被害者全員「振り込め詐欺は知って
いたが自分のところには来ないと思った」と
回答。警察は「家電作戦」で、タウンページから
無作為に選んだ家に注意を促す電話をしたり、
防災無線等で広報していますが、自分の所に
電話が来ちゃうとパニックになるんですね。
署長室で署長と警察ＯＢ、３人で話していた時、
ＯＢのケータイに電話がかかって来た。「息子が
ＦＸで大損こいたから金振り込んでくれって
言ってる」「それ、振り込め詐欺じゃないです
か？」「いや、うちの息子はそんな事位やりそ
うなんだ」「でも、振り込め詐欺そっくりですよ」

次の日、ＯＢから電話で
「やっぱり振り込めだった」
…実話です。ケータイだ
からと安心するとかかっ
て来るんです。無作為に
かけ相手の考えがまとま
らないうちに取りに行く。
「騙される方が悪い」とい
う意識で反省なんか全然
していない。非常に悪辣。

　交通死亡事故は秩父警察署管内で昨年７件。
Ｒ２９９、４０７等、主要幹線が多い。事故は後始末
も大変です。一寸した注意で、事故を起こさな
いように努力すれば減ると思います。
　飯能管内には大持山、子持山、正丸峠等あり、
年間５０万人位の登山客が来るそうです。昨年
の管内の山岳事故は１０件。１名は崖から転落死。
今、ブームで、準備しないで安易に登る人も多
い。駐在所は山のパトロールもしていますが
午後２、３時頃に「これから○○山に行きたい
んだけど」と言って来る。「２時間もすれば日
が暮れちゃうよ」と言っても何も考えていない。
行って下りられなくなって「私はどうしたら
いいんでしょう」と１１０番をかけて来る。山岳
救助隊に頼むのですが、自分でどこを歩いた
か分からない人を夜中に探すのは素人には無
理です。「おーい」と声は聞こえても居場所は
分からない。懐中電灯も持っていない。
　昨年、秩父・雁坂峠の沢に防災ヘリが落ち、
４人が亡くなりましたが、沢登りの女性１人
を含めて５人死亡。その後「オレが助けるんだ」
とわけの分からない人が山に突っ込んで行っ
て１人亡くなり、読売テレビの記者も２人死亡。
同じ場所で８人死んだのです。後の３人は死
ななくて良い人だった。素人が山に入って人
を助けようとか人が死ぬような場所で無理に
取材しようとするとそういう事になる。山岳
救助隊はポリシーが高く、山を良く知ってい
ます。任を離れて長い私にはもう力はありま
せん。常日頃やっていないと駄目なのです。
「何かあったらすぐ救助隊、ヘリを呼べ」と言
っています。県警のヘリはすぐ来てくれます。
民間のヘリは１０分間１０万円。県警はタダ。「出
動要請が一番多いのは飯能だ」と言われました。
秩父や小鹿野の救助隊に助けてもらっていま
す。山登りには危険が伴うということを頭の
片隅に置いておいてもらいたいと思います。�
　雑踏警備で海外の警察の方と話していて分
かったのですがＷ杯を主催するＦＩＦＡと話が
噛み合わない理由は“サッカーは興行”だとい
う点。国ではなく、主催者が施設や警備に金を
出し「オレ達が金を出しているのだからオマ
エ等、言う事を聞け」なのです。発炎筒を焚く
のも応援であり“ショー”なのです。
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と気付く前にカードを取ってしまう手口が主
流。１０人の被害者全員「振り込め詐欺は知って
いたが自分のところには来ないと思った」と
回答。警察は「家電作戦」で、タウンページから
無作為に選んだ家に注意を促す電話をしたり、
防災無線等で広報していますが、自分の所に
電話が来ちゃうとパニックになるんですね。
署長室で署長と警察ＯＢ、３人で話していた時、
ＯＢのケータイに電話がかかって来た。「息子が
ＦＸで大損こいたから金振り込んでくれって
言ってる」「それ、振り込め詐欺じゃないです
か？」「いや、うちの息子はそんな事位やりそ
うなんだ」「でも、振り込め詐欺そっくりですよ」

次の日、ＯＢから電話で
「やっぱり振り込めだった」
…実話です。ケータイだ
からと安心するとかかっ
て来るんです。無作為に
かけ相手の考えがまとま
らないうちに取りに行く。
「騙される方が悪い」とい
う意識で反省なんか全然
していない。非常に悪辣。

　交通死亡事故は秩父警察署管内で昨年７件。
Ｒ２９９、４０７等、主要幹線が多い。事故は後始末
も大変です。一寸した注意で、事故を起こさな
いように努力すれば減ると思います。
　飯能管内には大持山、子持山、正丸峠等あり、
年間５０万人位の登山客が来るそうです。昨年
の管内の山岳事故は１０件。１名は崖から転落死。
今、ブームで、準備しないで安易に登る人も多
い。駐在所は山のパトロールもしていますが
午後２、３時頃に「これから○○山に行きたい
んだけど」と言って来る。「２時間もすれば日
が暮れちゃうよ」と言っても何も考えていない。
行って下りられなくなって「私はどうしたら
いいんでしょう」と１１０番をかけて来る。山岳
救助隊に頼むのですが、自分でどこを歩いた
か分からない人を夜中に探すのは素人には無
理です。「おーい」と声は聞こえても居場所は
分からない。懐中電灯も持っていない。
　昨年、秩父・雁坂峠の沢に防災ヘリが落ち、
４人が亡くなりましたが、沢登りの女性１人
を含めて５人死亡。その後「オレが助けるんだ」
とわけの分からない人が山に突っ込んで行っ
て１人亡くなり、読売テレビの記者も２人死亡。
同じ場所で８人死んだのです。後の３人は死
ななくて良い人だった。素人が山に入って人
を助けようとか人が死ぬような場所で無理に
取材しようとするとそういう事になる。山岳
救助隊はポリシーが高く、山を良く知ってい
ます。任を離れて長い私にはもう力はありま
せん。常日頃やっていないと駄目なのです。
「何かあったらすぐ救助隊、ヘリを呼べ」と言
っています。県警のヘリはすぐ来てくれます。
民間のヘリは１０分間１０万円。県警はタダ。「出
動要請が一番多いのは飯能だ」と言われました。
秩父や小鹿野の救助隊に助けてもらっていま
す。山登りには危険が伴うということを頭の
片隅に置いておいてもらいたいと思います。�
　雑踏警備で海外の警察の方と話していて分
かったのですがＷ杯を主催するＦＩＦＡと話が
噛み合わない理由は“サッカーは興行”だとい
う点。国ではなく、主催者が施設や警備に金を
出し「オレ達が金を出しているのだからオマ
エ等、言う事を聞け」なのです。発炎筒を焚く
のも応援であり“ショー”なのです。
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当 番 島田君、杉田君

地域を育み、大陸をつなぐ

世 界 理 解 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う
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雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

※次週の例会案内は省略。

岩   上     茂 様

飯能警察署からのお話

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

飯能警察署 副署長

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

卓話「基本が大事」

ＩＭ 振 替 日

吉田（武）君
山 川 君
［プログラム］

矢島（高）君
吉田（行）君
［親睦活動］

吉 島 君
山 岸 君
［プログラム］

元埼玉県警察  捜査一課長

飯能ＲＣ

ヘリテイジ飯能 １８時点鐘

大野 康会員

新井義生様

卓話「口腔ケアのすすめ」

平成２３年３月のプログラム
（月間テーマ  識字率向上月間）

【四つのテスト】

日高合同夜間例会

（定款による）例会取消

【結婚・誕生日祝】


