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：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2019 年 4 月 4 日

幹事：木村 義広

第 3200 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3200 号

4月 4 日

会員数 58 名

対象者 56 名 出席者 46(44) 名

出席率 79.13 %

前々回

3 月 14 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 33(33) 名

出席率 57.89 %

本日の卓話者ご紹介
平塚警察署
署長 髙橋 義男様

卓話
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催に向けて」
冒頭に、平塚市内の犯罪情勢等について・・・
軽犯罪率は昨年比 10％程度減少し、交通事故も昨年比
20％削減しています。このところ数年減少していますので
維持していきたいですね。
■大会概要
オリンピック大会概要は、2020 年 7 月 24 日（金）〜 8 月
9 日（日）の 17 日間、42 か所 1 都 8 道県にて 33 競技の
開催となります。
パラリンピックは 8 月 25 日（火）〜 9 月 6 日（金）21 か所
1 都 3 県にて 22 競技です。
43 会場のうち 18 会場が東京以外で開催される広域の大会
であり、神奈川県内においては、セーリング（江の島ヨット
ハーバー）
、サッカー（横浜国際総合競技場）
、野球・ソフ
トボール（横浜スタジアム）が開催されます。
これらには競技場と選手村等を結ぶ交通対策の検討をして
いますが皆様の協力をお願いすることもあるかと思いますの
でよろしくお願いいたします。
聖火リレーは 2020 年 3 月 26 日にスタートし全国を 114 日
間かけて通過し、県内は 6/29-7/1 の 3 日間です。
■国際テロとサイバー攻撃の脅威
近年ではイスラム国によるテロ事件などが有名ですが、
1972 年ミュンヘンオリンピックでは選手村で人質殺害事件・
1996 年アトランタオリンピックではコンサート会場で爆破
事件、2016 年のリオデジャネイロオリンピックではテロ未
遂事件など、過去にもオリンピックを狙ったテロが発生して
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います。また、医療、電気、交通機関等インフラ機関への
サイバーテロ攻撃は、社会の重要インフラ等を麻痺させる
テロ行為があり、2012 年のロンドンオリンピック・2018 年
の平壌オリンピックでも同種事態発生しているので、東京
2020 大会でも脅威と考え、各種対策を行います。
■県警察の取組み
①テロ対処専門部隊 ②民間連携（
「セーフティ平塚」等
での情報提供）
③水際対策 ④爆発物原料対策 ⑤サイ
バー攻撃対策等 ⑥交通対策の取組をしていきます。
■今後の大規模国際イベント
2019 年にも下記の大きなイベントが開催されます。
・Ｇ２０大阪サミット
・第７回アフリカ開発会議（パシフィコ横浜）
・ラグビーワールドカップ 2019
特にワールドカップでは、決勝・準決勝含む７試合が
横浜で開催されます。
■警察からのお願い
1. 危機管理意識の共有
2. 施設内外の点検・環境整備
3. 防犯カメラ・センサーの点検（死角を無くす）
4. 施設内外の見せる警戒の強化（警戒腕章・ワッペンの活用）
5. 薬品等の保管管理の徹底
6. 声かけの励行（悪いことをしようとする時に一番の効
果は住民の目です）
皆様の安全を守るために努力してまいります。今後も警察
業務に対する御理解、御協力をお願いいたします。
代筆 プログラム委員会 委員長小林誠

卓話者ご紹介

神奈川県平塚警察署長
警視正 髙橋 義男（たかはし よしお）様

58 歳

〇出身 神奈川県
〇略歴 昭和 54 年 4 月 神奈川県警・警察官を拝命
伊勢原警察署での交番勤務、関東管区機動隊な
どを経験。以後、ワールドカップサッカー事務局
本部（出向）。県警本部ＡＰＥＣ対策課。 県警
本部危機管理対策課などで勤務し、大規模警備
実施や災害対策などに従事。
平成 26 年以降、県警本部公安第二課長、警備課
長、横浜市警察本部理事官等の要職を経て、
平成 30 年 9 月 3 日から現職。
※主に警備部門に従事し、大規模警備実施や災害
対策などに関する知識・経験が豊富である
〇趣味 自転車、テニス、吹奏楽

平塚ロータリークラブ 週報 3200 号
幹事報告
◎次年度委員会の打ち合わせ会を各委員会の委員長、副委
員長を対象に開催いたします。
すでに対象の会員にはご案内をお送りいたしました。
委員会によって、4/15、16、17と開催日が違いますが、
ご都
合に合わせてどれかにご出席下さい。
◎先日ご案内をお送りいたしましたが、新旧理事・役員・副役
員・委員長・会計・会計監査の引継ぎ会を開催いたします。
日時：5月10日
（金）18:30〜20:00
場所：平塚商工会議所特別会議室
会議終了後に商工会議所向いの相山会員のお店
“メゾンド・アッシュエム”にて懇親会を開きます。
会費は6,000円です。
出欠を4月20日
（土）
までにお願いいたします。
また、
委員会報告と質問事項のご記入もお願いいたします。
◎青少年交換学生オリエンテーションが開催されます。
日時：4月6日
（土）15:00〜17:00
鳥山副会長が出席されます。
◎2019年度新規米山奨学生オリエンテーションが開催されます。
日時：4月7日
（日）12:30〜13:00 受付、登録
清水裕次年度会長とカウンセラーとして杉山会長が出席
されます。当クラブでは2019年4月1日から2020年3月31日
までの期間、中国人学生の丁 煥哲（てい かんてつ）
さん
を米山奨学生として世話クラブとなります。
◎下期会費と共に皆様よりお預かりした寄付金、
ロータリー
財団 合計￥547,200、米山奨学会 合計￥630,000は
3月28日にお納めいたしましたことをご報告いたします。
申告用領収証は来年の確定申告前にお渡しいたします。
◎平塚地区高等学校定時制教育振興会より会費納入のお
礼状をいただきました。
近況のご報告として3月1日に33名の生徒が卒業。平成30
年度は神奈川県高等学校定時制通信制「生徒生活体験
発表大会」に出場し、賛助会賞を受賞しました。

・米山範明会員
3月22日
（金）から1泊2日で行われた新会員のつどいに三
荒会員、鳥山会員葛西会員の4名で参加してきました。2日間
にわたりRCの奉仕活動について考える機会、
そして、他クラ
ブのロータリアンとの交流を深め、親睦を図ることができま
した。
入会4年以内の会員に限らず、
ベテランでも大変有意義
な研修会でした。今年参加できなかった新会員は、来年是非
参加をしていただきたいと思います。
・清水会長エレクト
次年度クラブの各委員長を対象とした次年度委員会打合
せの開催案内をさせていただきました。15日・16日17日と大
委員会別に行います。該当する日に参加できない場合は、
ほかの日にちでもよいので出席をしていただき、
次年度会長
としての思いをお聞き頂きたいと思います。
2月のスマイル大賞
2月14日例会 小笠原勲 会員
結婚祝い、
ありがとうございます。仲良くしております。
2月14日例会 武澤武彦 会員
今日はバレンタインデーです。
私は全く縁はありませんが、
皆さんは如何ですか？もらいすぎた方、
私に分けて下さい。
３月のスマイル大賞
3月7日例会 福澤正人 会員
蔵王の油絵を平塚市展に応募しました。上位3点に入賞
し、教育委員会長賞に入賞しました。チョットうれしかった
ので、
スマイルします。
3月7日例会 鈴木成一 会員
相山先輩、
ご入会おめでとうございます。改めましてロー
タリーでも宜しくお願いします。ロータリーの友3月号の
「私の一冊」に、私の投稿が採用されました。一度きりで
終わらないよう、続けて行きたい。
5名

◎3月末で転勤されました竹下さんが次週の4月11日の例会
に後任の浅野康様のご紹介に来られます。
また、突然ですが横浜銀行支店長の勝田会員が4月1日付
けで移動となり、後任の永井太郎様と一緒に4月11日に
ご挨拶に来られます。

メークアップ（MUP)

本日のスマイル

13名

委員会報告

ゲスト

3名

また、30ページには、2780地区の脇ガバナーが投稿され
ています。インドでのポリオ撲滅活動に参加して感想が
掲載されています。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

平塚警察署

署長 髙橋 義男様
警備課長 本橋 輝様
巡査長 菊池 慶太様

警備課長
本橋 輝様

・雑誌委員会 飯塚和夫委員長
ロータリーの友4月号の中から是非お読みいただきたい
項目をお知らせします。
１、特集：命の重み、感じてますか？
7ページ以降に徳島南RCの自殺防止への取り組み、12ペ
ージには東京江戸川RCのシンポジウムの開催、佐伯RC
のいのちの電話支援などが、紹介されています。
２、特集母子の健康月間：安全なお産のために
特集ですが、当地区の相模原橋本RCのホンジュラスでの
安全な出産と新生児の死亡率、妊産婦の死亡率の改善の
ための活動が紹介されています。

小林 誠、嶋田政光、三荒弘道、馬上 晋、山口紀之会員

0名

ビジター
卓話・行事予定
4月11日(木)
4月18日(木)
4月25日(木)

卓話：OPBF東洋太平洋女子アトム級王者
松田恵里様
入会記念卓話： 武澤武彦会員
卓話：
（株）JTB 取締役
訪日インバウンドビジネス
推進部長 坪井康博様
現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

