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＞＞＞　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
４．みんなのためになるかどうか

■例会プログラム
：新垣 裕輝

：宮城会長

：天久 宏幸

：我らが生業・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：仲村 真二

：新垣裕輝

：天久 宏幸

：天久 宏幸

：宮城会長 ★ゲスト

・玉那覇潤様（宜野湾警察署署長）

・大兼久明様（宜野湾警察署刑務課係長）

・山城咲乃様（アラルコン朝子会員紹介）

・仁紙泰志様（天願勇会員紹介）

【回　覧】

①ハイライトよねやま260号のご案内

27 27

開 会 点 鐘

74.07% 59.26%

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

算定用会員数

ｴｺ思想推進宣言

幹 事 報 告

閉 会 点 鐘

出席率

ゲストビジター紹介

11月10日

今回

例会NO.

11月17日

¥3,583

累 計 ¥60,000 ¥22,595

27 27

訂正出席率 85.19%

免除会員

29 29

出席者数

前 回 累 計 ¥53,000 ¥19,012

訂正出席者数

訂正算定分母

■玉那覇署長、本日の卓話ありがとうございまし
た。（仲村 真二）

■ニコニコの趣旨　

■出席報告

2528 2529

3

■幹事報告　仲村幹事

本日は、卓話の時間を設けて頂きありがとうござ
いました。（玉那覇 潤）

20 16

出席免除者欠席数 2 2

一般会員

■ニコニコ（米山・財団寄付）

■玉那覇署長卓話ありがとうございます。
管内の日夜治安ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　（新垣 義夫）

前回

6メーク
アップ

疾病予防と治療月間

司 会

清 聴

委員会報告

＊＊＊　第２５２９回　（２０２１年１１月１７日）　例会報告　＊＊＊

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

会 長 挨 拶

出 席 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

■ゲスト・ビジター紹介　天久宏幸会員

■会長挨拶

第2529回 ¥7,000

宮城富夫会長
　皆様こんにちは！

いよいよ来る日曜日11月21日は「水辺の美化プロ
ジェクト」開催日です。世界のロータリーが一堂に開
催、特に日本のロータリーは茨城地区の呼びかけで9月
12日に「水辺の美化プロジェクト」を一斉にやろうと
いう事になっておりました。宜野湾ロータリークラブも
その計画を5月から進めてましたけれども、コロナ禍が
まだまだ治まらずにやむなく11月21日に延期しまし
た。

「水辺の美化プロジェクト」とは、川とか湖とか沼な
ども対象ですが、若林ガバナーから、「沖縄は海がキレ
イから海辺を中心にやった方がいいのでは」と話があり
ました。もちろん宜野湾RCでもビーチ、海岸をやろう
ということで進めています。

最近、真志喜中学校から110名の生徒達が参加する
との連絡を受けまして総勢200名近くの参加者になる
ため、急遽、宇地泊海岸も加え3箇所でクリーン活動を

行うことになりました。又、➀駐車場の変更、②当日雨

天候等の早朝での開催可否案内の緊急広報するために、
専用ホームページを開設致しましたので、ＱＲコードを
読み取ってご確認下さい。

さて、本日は宜野湾警察署、玉那覇署長の卓話があり
ます。久しぶりの管内状況などの情報が聞けます。皆様
のご清聴をお願いし、私の挨拶を終わります。

会員数

23 22

0 0

《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥１14》

出席報告

例会日

81.48%



<本日＞
◆第２５３１回１２月１日（水）理事会

卓話：天久宏幸会員　演題：「僕と野球」

◆第２５３２回１２月８日（水）

クラブ総会

◆第２５３３回１２月１５日（水）

移動例会（沖縄分区大会IM）

◆第２５３４回１２月２日（水）

夜間例会（忘年会）点鐘19：00

会場：ラグナガーデンホテル

◆１２月２９日（水）特別休会

　定款7-1-（d）-（5）適用

◆第２５３５回１月５日（水）理事会

新年ユンタク会

◆第２５３６回１月１２日（水）

卓話：二宮徹氏（福岡城西ＲＣ）

◆第２５３７回１月１９日（水）

職業奉仕月間に因んで卓話

◆第２５３８回１月２６日（水）

●例会変更・休会のお知らせ

・那覇東ロータリークラブ

日時：12/9（木）献血活動に変更10：00～

場所：サンエー那覇メインプレス横広場

日時：12月16日（木）

　　　12月15日（水）沖縄分区IMに振替

日時：12/23（木）夜間例会に変更18：30～

場所：ホテルコレクティブ2階 宴会場

ビジター費：6,000円（要連絡）

●例会変更・休会のお知らせ

・浦添ロータリークラブ

日時：12月10日（金）ZOOM例会に変更

日時：12月17日（金）沖縄分区IMに振替

日時：12月31日（金）　休会（年末）

1.新垣真由美会員（地区幹事）

日時：2022年1月16日（日曜日） 2.平仲絢子会員（地区RYLA委員）

　　　9：00～　受付登録開始 ◆11/23（火）開催 炉辺会合参加

　　　9：30～　開会 ①白間弘造会員 ⑧新垣裕輝会員

　　　9：45～16：20　6セクションの講習 ②宮城富夫会長 ⑨比嘉直子会員

　　 16：20～17：00　評価表提出他 ③新垣真由美会員 ⑩仲宗根義次会員

会場：沖縄県男女共同参画センターてぃるる ④國吉一人会員 ⑪仲村真二幹事

登録料：4,000円（テキスト代1,000） ⑤茂宮隆次会員 ⑫仲宗根真由美会員

⑥岡江保彦会員 ⑬天久宏幸会員

＜今後の予定＞ ⑦アラルコン朝子会員

パートⅢ：2月20日（日）3月6日（日）

開催場所：沖縄・てぃるる

日時：12月30日（木）例会休会（年末のため）

■2021-22年度沖縄分区IMのご案内

■委員会報告 ■例会予定

◆11/22（月 ）開催
　「チーム嶋村沖縄分区顔合わせ会」へ出席

11/21ビーチクリーンについて
大山海岸
　真志喜中学校学生及び引率の先生方を含めて
　約140人参加予定。
宇地泊海岸
　宜野湾市商工会観光サービス等の事業所から
　約50人参加予定。
吉の浦海岸
　調査測量設計会関連事業所から約30人参加。

新垣裕輝社会奉仕委員長

■地区・他クラブよりお知らせ

■メークアップのお知らせ

RLIパートⅡ　講習会際のご案内

大会テーマ
「世界で、日本で、地域で、良いことをしよう！」

サブテーマ
「みんなの幸せを願い 楽しくいこう！」

日時：12月15日（水）14：00～17：00
場所：ホテルゆがふいんおきなわ　2階
参加者限定：会長、幹事、クラブ活動発表者
YouTubeの発信あり（URLは後日案内）

当クラブからの出席者
1宮城富夫会長
2.仲村真二幹事
3.新垣裕輝社会奉仕委員長
・発表タイトル
～海の豊かさを守ろう～ビーチクリーン活動
～グローバル補助金PJ～
　　　HappyBirth HappyBaby



玉那覇潤宜野湾警察署署長

宜野湾警察署、玉那覇潤でございます。どうぞよろしくお願
い致します。
本日は30分間時間を頂きましてありがとうございます。

「宜野湾警察署管内の治安情勢」をテーマにお話しさせて
頂きます。

早速ですが、この航空写真では、宜野湾普天間基地を取り
囲むように宜野湾市の街が出来ていると読み取れます。私
共、警察施設も大謝名、真栄原、愛知、野嵩、普天間と普天
間基地を取り囲むような配置となっております。昭和54年
以前は普天間交番の位置に普天間警察署がありましたが、浦
添警察署が分離したため今の地58号線に宜野湾警察署が出
来ました。野嵩交番は新城にあったんですよ。

私共警察施設は、昭和の時代の警察事象の方に、繁華街（大謝名、真栄原、普天間の飲み屋街）に警察力
が必要とされており、飲み屋街への配置となっておりました。しかし今は飲食店から発生する事象はかなり
少ないです。特に、宜野湾は少ないです。私が今、提案しているのは、小学校を意識した交番配置にすべき
だと申し入れをしているところです。そこで、治安について説明したいと思います。宜野湾警察署の5年の
統計を見てみますと、一番多いのは平成15年の1,000件以上出していました。巷の運動で「市民及び事業者
が一体になって防犯活動をしましょう」という条例が出来まして「その地域で出来ることをしましょう」と
いう風にどんどん意識が高まって、地域の防犯活動が定着しており、相当減っているいるという事です。

県全体の犯罪の60％が窃盗です。罪質を分類してみますと、万引きが一番多いです。次に自転車泥棒、置
引き、車上荒らしとなっており、私共宜野湾警察署でも大きな順位の違いはありません。宜野湾警察署特有
の犯罪や、連続して発生する犯罪は今のところないという事です。

次に交通事故の統計ですが、黄色の線が人身事故の数値、赤い線が死亡事故の数値となっております。交
通事故も年々減ってきています。これは交通安全教育と道路管理者による道路の構築、後は地域の方々の安
全活動ですね、朝と夕、地域の人々が街頭に立ってもらう。そういうところが相まって交通事故そのものが
減り、死亡事故も減ってきています。ただ、交通分析を見てみますと、特徴的なのは、夜8時以降から10時
頃の事故が懸念されるところであります。やはり、横断歩道外での横断事故、高齢者による事故、飲酒運転
事故は非常に危険だということが伺えます。

次は社会問題となっておりますDV事件の推移です。ＤＶは急激に凶悪化しております。相手が親近者なも
のですから憎さ100倍なんですね。単なる喧嘩という事で、事件にしたくない、牢屋に入れないで注意して
くれればいいということで収めても、急激に刃物を持ち出して刺すとかいう事件に発展していく事例もあり
ます。以前は警察としても、刑法の世界ですので起訴されないと事件化にならないとされておりましたが、
今は起訴されなくても、分離をし、その間に医者につなぐとか、女性センターにつなぐとか多くの機関と連
携をしてこのDVを根本から解決して行こうという取り扱いをしています。これは児童虐待もそうです。沖縄
でも、中々児童虐待は表に出づらい、そして子供も声をあげないという事で、児童虐待もどんどん増えてき
ています。特に去年、一昨年コロナの関係の巣籠で中々外に出られない、家庭内にいるというところからＤ
Ｖも児童虐待も多くなったという事です。去年から警察本部の児童少年の知識を持った捜査員が児童相談所
の職員とタイアップして仕組みづくりを検討しているところです。

薬物というのは非常に危惧するところです。宜野湾警察署が今年検挙した薬物事例は10件です。少年の薬
物検挙率25％となっていて、汚染が非常に心配です。特に大麻は子ども達の中で35％位使った人がいて、
大麻の間違った情報がネットで発信されており、子ども達の薬物犯罪が上がってきております。

今度は110番通報についてです。沖縄は夜型社会ですので110番の件数は多いです。特に飲酒がらみで那
覇警察署、新宿警察署管内が多いです。宜野湾警察署の120件というのは、やはり交通事故、駐車問題、あ
おり運転、後は喧嘩などです。特に110番相談センターでは、今まで警察が関与していない相談ごと、Ｄ
Ｖ、児童虐待、家庭内問題に対して専門相談員を設けて、しかるべき機関と連携して問題解決へと動いてお
ります。

最後に、私は3月25日に赴任して参りました。128名の職員と共に3っつの事を重点に活動して行きま
す。1.子どもの登下校の安全対策　2.暴走族対策　3.宜野湾警察署移転
　以上、ご清聴ありがとうございました。

職業宣言　1２．”四つのテスト”それは、職業奉仕そのものと言える。

■卓話　「宜野湾警察署管内の治安情勢」



＞＞＞　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
４．みんなのためになるかどうか

■移動例会の様子

会員数

22 7

0 0

25.93%

疾病予防と治療月間

＊＊＊　第２５30回　（２０２１年１１月２４日）　移動例会報告　＊＊＊

■会長挨拶・報告
出席報告

例会日

　皆様、お疲れ様です！
　3日前のビーチクリーンと蝶々ハウス清掃と、「社会
奉仕委員会」所管の連続活動で、新垣委員長にご負担か
けています。
　御覧のようにハウスの修繕、再整備が望まれます。見
積をとって早めの対応を考えましょう。話はたくさんあ
りますが、とりあえず私の挨拶を終わります。

■出席報告
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出席免除者欠席数 2 2

一般会員

前回

11月17日

今回

例会NO.

11月24日

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

算定用会員数

出席率

■移動例会の様子

27 27

訂正出席率 81.48%

免除会員

29 29

出席者数

訂正出席者数

訂正算定分母

27 27

59.26% 25.93%
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会員さん情報


