
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 4 月 13 日 (水) 

通算第 3003 回例会 

本年度 第 29 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

・開会点鐘 

・「それでこそロータリー」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話 

次年度会長 牧オサム君 

「次年度会長方針」 

 

 
 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

第３００２回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２２年４月１３日発行  第２８２０号    
瀬戸ロータリークラブ会報 

２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2022 年 4 月 6 日第 3002 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告５５名 出席会員４1 名  

当日出席率 74.54％ 

・本人誕生日 

   加藤陽一君 大原道夫君 

・夫人誕生日 

   牧オサム君ご夫人弘子様 

   加藤一夫君ご夫人雅子様 

   鈴木政成君ご夫人章子様 

・結婚記念日 

   増岡錦也様 

・卓話 

瀬戸警察署 署長 小﨑文子様 

「市民と警察の連携」 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日の例会は 3002

回本年度 28 回目の例会でございます。ま

ず、初めに本日のゲストを紹介させていた

だきたいと思います。瀬戸警察署長小﨑文

子様でございます。後ほど卓話をよろしくお

願いいたします。続きましてゲストを３人ご

紹介したいと思います。株式会社ユキ印刷

工業代表取締役 柚木猛様、鈴一物産株

式会社代表取締役 鈴木敏志様、合資会

社瀬戸みずしま商会代表社員 小野隆浩

様です。皆様ごゆっくりお過ごしいただきた

いと思います。本日は、会員選考増強分類

委員会さんにご紹介いただきまして、ウェル

カムディとし、3 名のゲストの皆さんにお越

しいただきました。入会を前提とした例会見

学ではなく、お気軽な気持ちで例会に参加

していただきます。願うことなら、入会に繋

がればという思いはありますが、3 名の方は

１時間の例会をリラックスして楽しんでいた

だければと思います。 

 さて、ウクライナ情勢は依然として予断を

許さない状況が続いております。ロータリー

では、4月は RIで定められた「母子の健康

月間」でございます。日本は、赤ちゃんが

最も安全に生まれてくる国の 1 つだといわ

れております。5 歳未満で亡くなる子供たち

は世界で 500 万人以上といわれ、そのうち

の約半数は新生児のまま亡くなります。そ

の状況の中にあってウクライナはどうでしょ

うか。男性は 18 歳から 60 歳は出国できま

せん。したがって、今、避難民といわれてい

る皆さんはほとんどが女性であり、その子供

であるわけです。子供の現状を考えますと

大変厳しい状態にあるのではないかと思う

のです。私は、ウクライナを中心とした地区

に対して、ロータリーはどのようになってい

るのか調べました。実は、ウクライナにもロ

ータリーはあります。51クラブ 892人。これ

は 2019 年のデータです。そのうち女性は

30％強、インターアクトクラブもローターア

クトクラブもあります。というと 892 人中の

30％300 人ぐらいの人は女性ですので、

ロータリアンの方で、子供を連れての避難

民の方もいらっしゃるかもしれません。もし

くは、60 歳以上の家族と一緒にどこかに

身を潜めていらっしゃるかもしれません。

そのような状況を思うと胸が痛みます。ウク

ライナはロシアを含む 7 つの国に囲まれ

ています。この 7 つの国全てにロータリア

ンがいます。ロシアとベラルーシを除く 5

つの国だけでも 7千人近いロータリアンが

いるのです。そして、7 つの国全てにイン

ターアクトクラブもローターアクトクラブがあ

り、少ない国で 20％弱、多い国で 40％を

超える女性会員がみえるのです。ロータリ

アンの仲間として考えると胸がつまります。

今、ロータリー財団が災害救援基金を国

境に接する国のロータリー地区に呼び掛

けております。この意味は、ロシアとベラル

ーシを除くポーランド、スロバキア、ハンガ

リー、ルーマニア、モルドバのロータリアン

の皆さんのもとに、どのようにロータリーの

支援の手をさしのべる財団のお金を送る

かということではないかと思います。我々ロ

ータリーは世界的なネットワークを持って

おります。人道的支援というロータリー本

来の目的にかなった形での災害救援基金

というものを推し進めるべく、今日の理事

会にお諮りしたいと考えておりますので皆

さんのご理解賜ればと思っております。 

以上、会長挨拶でした。 

 

例会予定 
 

4 月 20 日（水） 
次年度会長・幹事 

次年度クラブフォーラム 
 

4 月 27 日（水） 
休会 

 

5 月 4 日（水） 
法定休日 

 
 

 

4月 7日（木） 開催 

入会 5年未満会員 

オリエンテーション 

於：木曽路瀬戸店 
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ニコボックス報告 
2022 年 4 月 6 日例会 

瀬戸警察著 署長 小﨑文子様、本日は大変お忙しい中、卓話にお越し頂きあ

りがとうございます。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

瀬戸警察署 署長 小﨑文子様、本日はご多忙のところお越し頂きありがとうご

ざいます。どうぞよろしくお願い致します。プログラム委員長 高橋信郎 

柚木猛様、鈴木敏志様、小野隆浩様、本日はウェルカムデーにお越し頂きあり

がとうございます。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。会長 鈴木政成、幹事 松

本哲也 

78 才になります。若いつもりでいましたが、すでに老人になっています。加藤陽

一 

誕生日をお祝いいただきありがとうございます。大原道夫 

妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。今、年金の手続きをやらされて

います。めんどうですネ！牧オサム 

妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。加藤一夫 

妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。鈴木政成 

結婚記念日にお花を贈っていただきありがとう。何回目かな？増岡錦也 

大澤君お世話になりました。ありがとう。山本英雄 

先日の瀬戸 RC・瀬戸北 RC 合同ゴルフコンペで 3 位になりました。ありがとう

ございました。山内敏也 

早退します。すみません。青山貴彦 

瀬戸警察署 署長 小﨑文子様、令和 5年 6月 11日(日)に山口八幡社郷社

祭を予定しております。御協力の程、よろしくお願い致します。鈴木伸 

瀬戸警察署 署長 小﨑文子様の卓話を楽しみにしています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、岡村肇、刑部祐介、梶野

輝雄、勝谷哲次、加藤五津美、加藤克己(2021)、加藤捷、加藤唐三郎、加藤

眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤陽一、加藤令吉、金谷康正、亀井勝、草野

真吾、小池芳樹、小林稔、佐藤亜矢子、鈴木光彦、玉井徹、寺田悟、平松

啓、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、山本英雄 

 

 瀬戸警察署 署長 小﨑文子様 

「市民と警察の連携」 

 
 

皆様、こんにちは。瀬戸警察署長に昨年の 11 月、着任させていただきました

小﨑と申します。初めて顔を拝見する方も多いと思います。よろしくお願いいたし

ます。今日はロータリークラブの卓話ということで非常に緊張しております。まず、

私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私は交通警察を中心にやって

おりましたので、もう少し若い頃は各企業への講和、小学校、中高、老人会など

色々な所でお話をさせていただく機会が結構ありました。昭和の頃に警察官に

なりまして、40 年近く警察官をやっております。若い頃は警察音楽隊におりまし

た。せとものまつりには結構出演させていただきました。瀬戸に着任いたしました

のも何かのご縁であると思っております。署長は管内に住まなくてはいけないと

いうことで、着任して 4 ヶ月、官舎に単身赴任で住んでいます。趣味はランニン

グで、朝の日が差す光景、そして今は桜を見ながら、皆さんが安全で安心な生

活を続けていけるよう改めて思い、今朝も走りました。ここが最後の勤務地になろ

うかと思いますので、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、警察からということで、管内の治安情勢についてお話させていただ

きます。まず、刑法犯は瀬戸市だけでなく、愛知県内でも減少傾向にあります。

昨年、瀬戸市では 405件、前年比 19％マイナスで、平成 6年以降最少です。こ

れは皆さん方の防犯意識の高まりですとか、パトロール、防犯カメラの設置等、

皆さんのご協力の賜物と深く感謝しております。コロナ禍ということで、外出自粛

の影響で減っていましたが、年が明けまして少しずつ行動パターンが変わり、何

となく桜の陽気にも誘われ、外出を始めたのかなぁということで、瀬戸署で 1－3

月が昨年はゼロでしたが、空き巣が今年は 5 件です。忍び込みも増えており、

犯罪状況が危機的な不穏な流れになっております。 

 もう一つ、交通事故の情勢ですが、私が着任する前、ほぼ 3 年半にわたり死亡

事故はゼロでしたが、今年になりまして、すでに 3 件です。長らく愛知県は交通

死亡事故が全国ワーストワンというのが、十何年続いておりました。この 2、3 年

はワーストワンを脱却、交通量の流れというものがありながら、昨年は少ない数字

でした。気持ちのスイッチを入れていかなければならないところです。3 件のうち

1 件目が西蔵所、アピタの所で原動機付自転車と大型貨物、2 件目が原山で横

断歩行中の歩行者と普通乗用車が衝突、3 件目が署の近くのドラッグストアの前

で、大型トラックと歩行者です。何が原因かということを改めて考えましたところ、

注意力が少し足りない漫然運転、特に大型貨物など車には死角がある、というこ

とです。横断歩道での事故ですが、以前は横断歩道で止まる車はほとんどありま

せんでした。今はほぼ止まるなり、徐行するなりしていただいていると思います。

死亡事故ワーストワンからの返上できた一番の要因は、私の私見も入っています

が、横断中の事故の激減でした。交通事故対策というのは、人、車、道に対する

もので、人に対しては安全教育広報、取り締まり、車はサポカー、道は道路環境

の整備、規制です。小学生には「横断歩道は安全な所なので渡るようにしましょ

う」と常々お話をしておりましたが、なかなかドライバーの止まる習慣が無

く、本来は安全であるはずの横断歩道が安全地帯ではなくなってしまうこと

が事故につながっていくということで、取り締まりをやり、安全確保ができる

ようになりました。今年の 1－3 月の特徴をもう一つ申し上げますと、時間

帯が早朝から皆さんの仕事の稼働時間の夕方までが夜間よりも圧倒的に

多いです。人が日中に動いていることをひしひしと感じているところです。 

 統計上は 65 歳以上の高齢者が死亡事故の犠牲になることが多いこと

と、死亡事故になっていない高齢者の事故も多く、運転中に何らかの病気

が悪化して意識を失ってドンといってしまうという事故も結構あります。事故

より先に病気を発症してぶつかったということで、病気が起因となり、事故

の統計には入らないものが結構多いです。余談にはなりますが、事故防止

として、認知症検査や色々な法改正がなされています。元気に乗れる方

は、乗っていただいていいと思います。ただ自分は 20 代よりは運動神経

や視力が落ちていることを自覚していただくことと、今日は体調が悪いとい

う時は運転をやめる勇気、それがあれば乗っていただいていいと思いま

す。瀬戸という土地柄、一気に手放して生活していくのは難しい部分も多

いですので、健康なうちは乗っていただいて、先ほど申しましたことを意識

いただくようご理解をお願いします。 

 ロータリークラブでの卓話ということで、会社のオーナーの方や責任ある

立場の方が多いですので、ここで警察からのお願いということで、事故防

止をいかに家族や従業員の皆さんに伝えるかということで、ポイントをお話

したいと思います。交通ルールを守る、簡単なことですが、例えば信号無

視、スピード違反、飲酒運転、一時停止の無視、このような違反を認識して

ください。事故の原因の 3 割がそこです。その他は前方不注意などの明

確な違反ではないものです。3 割分は酒を飲まない、信号をしっかり守る、

一時停止をするといったことで減らせます。あとの 7 割を減らすために、責

任ある皆さんが従業員の方に「気を付けて」と言うだけではなかなか浸透し

ていかないので、「防衛運転をして自分を守れよ」と言ってあげてください。

防衛運転をわかりやすく言いますと、相手に近付かない、車間距離をあけ

なさい、ということと、自分の行動を相手に知らせる、ウインカーを出す、そ

して自分を目立たせる、早めのライト、社用車はきれいにしてください、とい

うことです。最後に思いやり運転、無用なトラブルは起こさない、あおり運転

の挑発にのらないということです。 

 そして、防犯のお話をいたしますが、人の動きが活発になることによっ

て、空き巣等も増えてきます。忍び込みも増加傾向です。ひょっとしたら皆

さんのお宅も狙われるかもしれませんので、特にお願いしたいのは、鍵か

けは初歩ですが、できればご自宅にはホームセキュリティー、防犯カメラな

どをしっかりしていただけるとありがたいと思います。 

 お知らせとして小さなパンフレットがありますが、道路交通法規制が 4 月

から改正になります。社用車等で使われる車が 5 台以上ある管理者の義

務ということで、特に飲酒運転にかかるアルコールチェックが義務付けにな

りました。4 月からの目視確認が 10 月からはアルコール検知器を使いなさ

いと変わります。昨年、千葉で子どもさんの列に突っ込んだということで悪

質な飲酒運転をやめさせなくては、管理者としてしっかり徹底してほしいと

いうことで、この改正になりました。今現在は仮にこのことをやらなくても罰

則はありません。過去にシートベルトも初めは着用しましょう、着用しなけれ

ばならない、着用しないと点数 1 点と強化されました。ゆくゆくは守られな

ければ、強化されることもあります。何よりも飲酒運転は法でも決められて

いることですし、事故を起こした時の代償は非常に大きいものです。是非と

も徹底してやっていただければと思っております。 

 交通が中心のお話をさせていただきましたが、今後も瀬戸市の安全、安

心に全力を尽くしてやってまいりたいと考えておりますので、皆様方の引き

続きのお力添えをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 
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