
＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか <本日＞
４．みんなのためになるかどうか ◆第２４０２回２月２８日（水）　

地区大会報告会

◆第２４０３回３月７日（水）　理事会

◆第２４０４回３月１４日（水）

：許田 英子 ☆ゲスト 卓話：宮城規眞氏（琉球歴史研究家）

：宮城副会長 ・浜田修様（宮城富夫会員紹介） 演題：琉球の歴史について

：富田 真理子 ・比嘉虹水様（宮城富夫会員紹介） ●３月２１日（水）休会

：奉仕の理想・四つのテスト ・我如古京子（東江繁子会員紹介） 春分の日（祝日休会）

：池田 彩織 ★ビジター ◆第２４０５回３月２８日（水）

：國吉 一人 ・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ） 夜間例会　点鐘：19：00

：宮城 富夫 ・徳物文雄様（札幌北ＲＣ） 場所：オーシャンエイト（アロマ温泉２階）

：茂宮 隆次 ・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） ＰＥＴＳ報告会

：城間 幹夫、白間 弘造 ◆第２４０６回４月４日（水）　理事会

：浜田修氏 ■茂宮幹事 母子と健康月間に因んで卓話

：吉田 明正 ◆第２４０７回４月１１日（水）

：伊禮 文雄 卓話：河崎充良氏（沖縄国際センター所長）

：宮城副会長 演題：提案型事業のご紹介

■会長代理挨拶 【回覧】

■宮城副会長 ①財団寄付明細書のご案内 ＜沖縄分区・地区ロータリー研修会＞ ＜例会休会のお知らせ＞

②青少年奉仕アンケート集計表のご案内 日時：3月13日（火）13：30～17：30 ・名護ロータリークラブ

③飢餓対策ニュース2月号のご案内 場所：ホテルロイヤルオリオン 日時：2月28日（水）定款第6条第1節C項

登録料：3,000円/1名 ＜例会変更のお知らせ＞

参加予定者：宮城富夫クラブ研修リーダー ・浦添ロータリークラブ

　　　　東江次年度会長、大城次年度幹事 日時：3月9日（木）18：00～21：00

＜PETSクラブ会長エレクト研修セミナー＞ 場所：ライブハウスアッパッチ（那覇市松山）

日時：3月16日（金）13：00～18：30 ビジター費：5,000円　夜間例会へ変更

・会議13：00～18：30・懇親会18：40～20：00 【メークアップのお知らせ】

場所：東武ホテルレバント東京 ・コザロータリークラブ例会

登録料：10,000円（納付済み） 日時：2月15日(木）柏田吉美会員出席

参加者：東江会長エレクト ・那覇南ロータリークラブ例会

＜地区研修協議会＞ 日時：2月26日（月）城間幹夫会員出席

日時：4月12日（木）13：00登録開始

・本会議（一部）14：00～15：00

・部門別会議　　15：15～17：15

・本会議（二部）17：30～18：10

・懇親会　　　　18：20～19：30

場所：ハイアットリージェンシー東京

登録料：10,000円

出席予定者（次年度会長幹事、五大奉仕、地区委員）

1）会長幹事部門　東江会長エレクト

　　　　　　　　  大城幹事エレクト

2）クラブ奉仕部門　

　　　　　　　　宮城クラブ管理運営委員長

3）職業奉仕部門　永山職業奉仕委員長

4）社会奉仕部門　岡江社会奉仕委員長

5）国際奉仕部門　アラルコン国際奉仕委員長

6）青少年奉仕部門　富田新世代奉仕委員長

★地区委員

　白間委員、仲吉委員、城間副委員長

ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

副 会 長 挨 拶
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■ニコニコの趣旨

免除会員

2401

例会日

メーク
アップ

2月14日

一般会員

会員数

開 会 点 鐘

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

＊＊＊　第２４０１回　（２０１８年２月１４日）　例会報告　＊＊＊

■例会プログラム

平和と紛争予防/紛争解決月間

司 会

出席免除者欠席数

■例会予定

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　富田真理子会員

¥36,050¥360,000

■本日の浜田修氏の卓話どうも有難度う御座い
ました。お陰様で高齢者の私も元気で暮らして
います。感謝。（比嘉 盛吉）

■委員会報告

■浜田署長、卓話大変ありがとうございまし
た。（宮城 富夫、白間 弘造、茂宮 隆次）

■浜田署長、卓話大変有難う御座居ました。退
官後も宜野湾ロータリークラブにゲストとして
参加して下さい。今後の活躍を期待していま
す。（柏田 吉美）

¥1,728¥5,000

和田水道局長の卓話はスケジュール調整がつ
かずキャンセルとなりました。

ｴｺ思想推進宣言

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

卓 話

閉 会 点 鐘

出 席 報 告

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

¥34,322

出席報告 前回

《2月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》

■出席報告

前 回 累 計 ¥355,000

算定用会員数

出席者数 22 18

31

訂正出席率

2月7日

訂正出席者数 22
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34

訂正算定分母 31 30
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皆さんこんにちは。本日の卓話、宜野湾警察
署署長がお見えになっておりますが、これに
関連して、浦添の西海岸道路ってご存知です
か？来月の18日辺りに開通予定です。浦添市
は大きなイベントを企画しているようでが、
私の考えとして実は浦添市民よりも宜野湾市
民の方にメリットがあると思います。浦添市
民はそれを開通したとてあまり利用しない。
使うとしてもキャンプギンザーが返還されて
からだと思います。宜野湾市に入るとバイパ
ス、58号線に繋がり非常に便利になるという
形になります。実はいくら大きい道路を造っ
ても問題は交差点で、いくらバイパスを造っ
ても交差点が混雑したら意味がない。私は土
木設計、道路設計をやっておりますが、日本
の予算の関係でスムーズな道路、混まない道
路を造るのは難しいです。設計交通量の中で
どんなにいい道路でも年間30時間は混むこと
になっている。あまり金掛けてスイスイ行っ
ても無駄な予算となります。さて、本日の卓
話の演題は高齢者とあり皆さんびくっとして
いると思いますが、皆さん元気な高齢者だか
らこそ騙されるのですよ、元気がないと対応
出来ません。浜田署長から元気な高齢者の方
へのスピーチがありますのでどうぞ期待して
下さい。

お誕生月おめでとうございます！
アラルコン朝子会員（15日）

富田真理子会員（8日）
天願 勇会員（16日）

■地区・他クラブよりお知らせ

城間地区青少年交換副委員長

白間国際奉仕委員長

今回

例会NO. 2400

出席率

■幹事報告　　

34

4

累 計

第2401回

斉 唱
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職業宣言　４．事業の経営に最善を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

演題：高齢者の安全・安心な生活を守る為に
宜野湾警察署　浜田修署長

皆さんこんにちは。宜野湾警察署署長の浜田と申します。平成28年3月に3度目の宜野湾署配属で宜野湾警察
署署長での赴任ととなり来月30日に定年退職を迎えるということになっております。子供達4人全員が県外に
おりまして、現在妻と柴犬と猫一匹で暮らしています。それでは、本日のテーマに沿ってお話をします。本日
は伝統ある宜野湾RCの例会にお招き頂きありがとうございます。平素から各班に渡りましてご協力、ご支援賜
り感謝申し上げます。先月15日に離任した池田警察本部長が着任した訓示の中に、警察業務は様々な人々又は
団体との繋がりを大事にしながら仕事を推進するようにとの話がありました。今後急激な超高齢化社会を迎え
ます。その中で犯罪者から高齢者の財産を守るという事であります。世間では高齢者への虐待等のお話が聞こ
えますが、社会奉仕の立場の宜野湾RCの皆さまを始め多くの人々と連携しながら高齢者の安全を守るようにし
ていきたいと思います。昨年3月署長として着任した際の訓示で、まず高齢者の特殊詐欺被害を絶対に発生さ
せないと署員に話しましたが、残念ながら6月に管内で事件が発生しました。手口は警察とか銀行協会といっ
たのを名乗り、高齢者に「カードが他人に利用されているので早急に再発行の手続きをする必要がある」と伝
え暗証番号を聞き出し、銀行の職員と名乗る者が来て再発行手続きをするのでとカードを預り本人たちが持っ
てきた何らかのカードとすり替えて封筒に入れ被害者自身に糊付けさせた上で「これは暫く封をしていて下さ
い。これは秘密にしておいて下さい。」と警察への通報を暫く猶予させるという手口で被害額は15万円でし
た。他人には絶対にカードを見せたり渡したりしてはいけません。皆さんの中には騙される人はいないと思い
ますが、その被害に会った方は地域のリーダーの方でした。今朝の新聞報道にありました国際通りを19歳の少
年が暴走し事故を起こし逮捕されておりますが、彼らもほぼ同じような手口で浦添市内の高齢者から金を騙し
取っていました。逮捕時現金80万円を所持しておりました。彼らの手口は「金融庁から特殊犯罪集団へあなた
の預金情報が全て漏れていますよ。調査のために後ほど所轄の浦添警察署の検事が訪れますのでカード等を調
査させて下さい。」その後検事らしきものが派遣されカードを取って近くの金融機関から金を取るものです。
その被害者は15分後に警察に通報しております。カードで金を引き出している所を防犯カメラの映像で、画像
ははっきりしていませんが車のナンバーを数台に絞って検索していた所、24時間私服警察がそれらしき車両を
発見し止めようとしたが国際通りを幾つかの車にぶつかりながら暴走し事故を起こしたという事です。つい数
時間前に詐欺を働いた者が運転をしていたという事です。彼らのような10代の若者が関わっている特殊詐欺集
団のグループは幾つかあります。彼らの拠点はセキュリティ対策がしっかりとある警察の調査が入りにくい高
層マンションを使っています。。髪は金髪に染め、あちらこちらに唾を吐き、ゴミ出しのマナーも守らない人
達です。ゴミの中身はシュレッターにかけられ、犯罪に使った携帯などがだされています。食事は近くの牛丼
店に出向き大量に購入しマンションに持ち帰る方法を取り、出前とかは足が付きヤサがばれるので決して使い
ません。ちょっと脱線しますが、最近の万引きの傾向は若者よりもお年寄りの方の万引きが増えております。
動機としては、どうしても節約がしたいとか、独居の寂しさから遠い家族とか親戚に心配させて呼び寄せたい
との思いからです。又、最初から認知症のふりをして責任を逃れようとする方もいますし、大半の買い物は済
ませた後に一部を盗むという事を楽しみにやっている方もおります。警察では店舗側に対する万引き対策とし
て、万引きされにくい商品の陳列、店員から声掛けをするようにと指導しております。我々宜野湾署は多くの
高齢者が集まる自治会とか会合などでこれらの特殊詐欺集団に騙されないように、万引き防止のお話をしてお
ります。最後になりますが、池田本部長の言われた様々な高齢者のネットワーク、介護職員、介護タクシー、
配達員又、高齢者の立ち寄る金融機関、病院、店舗と連携し沖縄のゆいまーる精神、いちゃりばちょーでぇの
世界観を信じて高齢者の安全・安心な生活を守って行きます。ロータリークラブの精神、社会奉仕の心は広く
社会に浸透される心を警察署員にも引き継いで、皆が安心安全な生活が送れるように頑張りたいと思います。
本日はありがとうございました。

講師紹介　天願勇プログラム委員長 浜田修宜野湾警察署署長

例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121 会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ 会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

２０１８年２月２８日（第２４０２回）

クラブテーマ：変化をもたらす

「MAKING A DIFFRENCE」
２０１７－１８年度 国際ロータリー会⻑テーマ


