
■委員会報告・報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４３１回１０月１０日（水）
卓話：比留間孝司氏（地区米山奨学委員長）
同行者：大浜勇人氏（地区米山奨学副委員長）
演題：米山奨学月間にちなんで
◆１０月１７日振替休会

■例会プログラム ■幹事報告 （10/16沖縄分区ＩＭに振替）
：富田 真理子 ■大城幹事 ◆第２４３２回１０月２４日（水）
：東江会長 沖縄分区ＩＭ報告

：新垣 裕輝 ◆１０月３１日休会
：君が代・四つのテスト 定款第８条１節Ｃ項適用
：池田 彩織 ◆第２４３３回１１月７日（水）　理事会

：岡江 保彦 ユンタク会（テーブルディスカッション）
：東江会長 ◆第２４３４回１１月１４日（水）

：大城 英明 外部卓話予定
：柏田 吉美、吉田 明正 ◆第２４３５回１１月２１日（水）

：照屋隆様 移動例会（社会奉仕活動）道路清掃
：新垣 義夫 【理事会報告】 場所：普天満宮周辺　11：30～開始
：伊禮 文雄 ①名誉会員の件 点鐘：12：30　普天満宮社務所　
：東江会長 ⓶グローバル補助金の件 ■地区・他クラブよりお知らせ

■ゲスト・ビジター紹介　新垣裕輝会員 【幹事報告】 ＜例会変更のお知らせ＞
★ゲスト ①7月豪雨災害支援金の報告書 ・那覇南ロータリークラブ
・照屋 隆様（宜野湾警察署署長） ⓶第40回バギオ訪問交流の旅のご案内 日付：10月15日（月）➡10月16日（火）
・金城 真様（宜野湾警察署警務課長） 【回　覧】 ※沖縄分区ＩＭへ振替
☆ビジター ①経済と地域社会の発展月間リソースのご案内 ・那覇ロータリークラブ
・比嘉宥海様（浦添ＲＣ） ⓶東京江戸川ＲＣ事務局移転のお知らせ 日時：10月16日（火）14：00点鐘
・二宮　徹様（福岡城西ＲＣ） ③ガバナー月信資料編のご案内 ■ビジターご挨拶 　　　同日開催沖縄分区ＩＭへ変更
・石川丈正様（那覇南ＲＣ） ・コーディネーターニュース10月号 場所：パシフィックホテル沖縄2階

■会長挨拶 ・ハイライトよねやま222号 ・石垣ロータリークラブ
■東江会長 ・バギオだよりVol.68 日時：10月31日（火）21：00～22：00

・青少年奉仕情報第31号 場所：星空ファーム（移動例会/星空ツアー
会費：3,000円（ツアー代）700円（バス代）

＜例会休会のお知らせ＞
・石垣ロータリークラブ
日付：10月10日（水）
　　　クラブ定款第6条1節Ｃ項による休会
日付：10月17日（水）
　　　ＩＭ大会振替休会
・那覇ロータリークラブ
日付：10月23日（火）
　　　クラブ定款第8条1節Ｃ項により
・那覇南ロータリークラブ
日付：10月29日（月）
　　　定款第8条1節Ｃ項による

吉田ロータリー財団委員長
グローバル補助金について

比嘉宥海様　浦添ＲＣ所属

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

卓 話

私はクラブで情報研修それから週報、雑誌の担当をし
ております。今日の宜野湾ＲＣの週報をみまして大変
素晴らしい出来栄えだと感心しております。私もクラ
ブに戻りましたら検討してより良いものを作って行き
たいと思います。さて、9月にロータリーの友の取材
を受けました。11月号に浦添ＲＣが紹介されますの
で皆さん楽しみに待ってて下さい。

ｴｺ思想推進宣言
会 長 挨 拶
幹 事 報 告

皆さんこんにちは。大変慌ただしい9月が過ぎま
して新しい月がスタートしております。先月の
台風24号で天然温泉アロマでは大きな看板が倒
れてしまい撤去作業に追われました。又、塩害
被害、雨漏り等対応に追われております。我が
家と言えば、未だ停電中でして、こうなると電
気のない生活に慣れてしまっています。お風呂
はアロマで！食事はオーシャンエイトでと利用
させて頂いております。サトウキビ農家とか莫
大な被害を被っている中また今週末には台風25
号が上陸する予定となっております。台風対策
をしっかりやっていきたいと思います。大変慌
ただしい中での選挙は終わりましたが、経済問
題、子供の貧困いわゆる親の貧困問題。これは
いつまで続くのか？子供達がかわいそうです。
18才未満の妊婦さんが沖縄県は多いそうです。
その面でもやはり経済がないと駄目なんです。
こういった問題にももっともっと政府の目が届
いて欲しいと思います。
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

経済と地域社会発展月間/米山月間

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか
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出席者数 22

照屋宜野湾警察署署長様、卓話ありがとうござ
いました。（新垣 義夫）

柏田吉美パスト会長
10/1赤い羽根共同募金出発式について

■宜野湾警察署署長照屋隆様、本日の卓話あり
がとうございました。（茂宮 隆次）

照屋宜野湾警察署署長、金城警務課長、毎日ご
苦労様です。市民の安心・安全の為に今後共ご
活躍を願っています。（柏田 吉美）
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例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

それでは本日のテーマ、「地域の安全安心の為に」と云う事でお話をさせて頂きます。先ず初めに管内における刑法
犯の認知状況について、本年9月末に於ける宜野湾警察署管内での刑法犯の認知件数は379件で昨年の同時期と比べ
ますと94件減少しております。その他に子供や女子に関する声掛け事案で地域の安全を取り巻く状況は依然として
厳しいものがあると考えております。特に子供や女性を被害者とする犯罪に関して、本年9月新潟県において下校中
の女子児童が20代男に殺害され線路に遺棄されるという痛ましい事件が発生しました。その翌月には静岡県におき
まして下校中の男子児童が18才の少年に傷つけられる事件が発生するなど登下校中の児童が被害者となる事件が発
生し社会に大きな影響と不安を与えました。県内においては児童を対象として重大な事案の発生はありませんが、子
供の連れ去りなどの重大事件に発展する恐れのある声掛け事案が発生しているところです。当署としましては、他県
で発生した事件を踏まえて学校との連携を更に強化し、あるいは地域防犯協会を始め関係機関、団体と連携して登下
校時間帯の通学路のパトロールを強化しているところです。又、警察を補う活動として通学路における各種ボラン
ティアや団体における見守り活動や通学路沿いの住宅での庭の水やり時間帯に子供達の登下校を見守るという活動の
推進を提唱しているところです。又、子供達の危機管理の能力向上の為に防犯教育の実施。それから「子ども110
番の家」の設置拡充を強力に推進しております。「110番の家」とは、通学路沿いの事業所などに於いて危険に遭
遇した児童の保護や警察への通報などボランティアで担って頂いているところです。当署においては各学校区の通学
路を中心に382件「110番の家」があります。その「110番の家」が登下校の子供達に非常に安心安全を与えてる
ところです。当署としましては多くの事業所等に「110番の家」として活動をしてもらう働き掛けを行っており、
本年はこれまでに計78件の事業所が「110番の家」に指定されたところです。次に少年を取り巻く現状について、
昨年度、当署では1322件の少年が補導されています。その内訳は、深夜徘徊850名、喫煙390名、飲酒29名、退
学が19名となっております。少年の深夜徘徊は全体の64.3％と多くを占めております。少年の深夜徘徊は非行の入
り口と云われており、深夜徘徊を繰り返すことで、少年自身が事件事故に巻き込まれる恐れがあります。飲酒におい
ては、事件・事故の他、心身に悪影響を及ぼすという事で少年健全育成の上で看過できないものと考えております。
当署では街頭での検挙補導活動を強化し児童生徒を対象にした非行防止教室の開始、あるいは深夜徘徊や飲酒を防止
する各種啓蒙活動を強力に推進しております。少年少女を被害者としている福祉犯罪については、昨年、県警本部で
の検挙件数が237件と前年に比べて15件増加しております。当署におきましては、昨年は前年に比べて5件多い25
件を検挙しております。検挙の内容は、出会い系サイトのサイバーパトロールを実施している過程で援助交際を思わ
せる少女を割り出し事情聴取を行い県警本部と合同で調査を進め、少女の相手となっていた成人男性2名を逮捕して
おります。この様な少年少女を利害とする福祉犯罪は携帯電話の普及とともにツイッター、ライン等を利用して顔の
見えない犯罪はこれからも増加する傾向にあります。警察と致しましては、関係機関、団体を始め家庭、学校、地域
と連携して少年少女の健全育成に取り組む必要があると強く感じているところです。次に管内の交通事故についてお
話しします。本年9月現在の交通人身事故は275件発生、昨年同期に比べ39件減少しております。しかし死亡事故
は3件発生しており、原因は速度超過、前方不注意というちょっとした不注意が大きな死亡事故に繋がり尊い3名の
命が失われてしまいました。今年はすでに昨年と同じ件数の3件の交通死亡事故が発生しております。これらの特徴
を踏まえながら管内を巡回する3本の国道を中心とした指導、取り締まりあるいはパトロールを強化しているところ
です。昨年の県内における飲酒運転の検挙は2042件で、当署においては本年これまでに157件検挙しておりま
す。これは昨年の同時期と比較すると57件増加しております。この様に飲酒運転の検挙件数が増加している現状を
みますと、飲酒運転に対する県民の意識というのはまだまだ低いものがあると思います。当署としましては、飲酒運
転を始め重大事故に繋がる悪質危険な違反に重点を置き、更に取り締まりを強化し、ドライバーの歩行者に対する安
全教育広報活動を積極的に推進し、悲惨な交通事故防止を図っているところです。これからも地域の安全安心を築く
為に、ぶれる事なく、全力投球で取り組んでいく所存でございます。

皆さんこんにちは。宜野湾警察署長の照屋と申します。本日は
宜野湾ＲＣの例会の貴重なお時間を頂きまして誠にありがとう
ございます。皆様におかれましては数々の分野におきまして崇
高な奉仕の精神で高い貢献活動に邁進なされることに対し心か
ら敬意を表したいと思います。先程ご紹介ありました通り、私
は去る3月に第46代宜野湾警察署署長として着任致しました。
Ｓ58年4月に警察官を拝命しまして、最初の赴任地が宜野湾警
察署でありました。10年前には刑事官として勤務し、今回3回
目の宜野湾警察署の勤務になります。宜野湾警察署の管轄は宜
野湾市、中城村です。署員は135名、内女性は9名、署員の平
均年齢は39歳です。私は3度目の宜野湾警察署勤務と言うこと
で、決意を新たに署員135名一丸となって管内の治安維持に邁
進しているところです。

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村
創立：1966年1月10日

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ
Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

職業宣言　３．どんな仕事でも有用で、それを継続する事が、職業奉仕だ。

(第2431回）
2018年10月10日号

卓話：照屋隆宜野湾警察署署長
地域の安全・安心の為に！


