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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 高砂 明弘    副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造    会計／ 伊藤 義徳

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

3 月 18 日 
平田広域交番 

所 長  原  義信 様 
平田の治安について 

3 月 25 日 夜間例会 18：30～ ホテルほり江  

4 月 1 日 早朝例会 6：30～ 廻の奥の池周辺 

■■■ 出席報告 ■■■ 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率 

36 28  8 (4) 87.5 % 90.91 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／大島治／杉原朋／堀江 （石原恵／山根／牧野／田中久） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

な し 

*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（3 月 25 日）  釜屋治男／原 孝士／堀江卓男 

（4 月 1 日）  平野順一／飯塚大幸／飯塚詔夫 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■ 

   （出雲）                 （松江）  赤文字 例会変更 

月 出雲中央ＲＣ 4/12 月 松江南ＲＣ 3/29 

火 出雲ＲＣ  火 松江しんじ湖ＲＣ 3/30 

水 大社ＲＣ 3/31（休） 4/7 水 松江ＲＣ 3/31 

  木 松江東ＲＣ  

金 出雲南ＲＣ    

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

 今年も巣立ちの時期がやって来ました。 

今日は午前１０時から国富小学校の卒業式に出席して来ました。

今年の卒業生は２１名で男子１０名、女子１１名でした。 

毎年のことながら、子供達は緊張した様子で体育館に入場、校長

先生より一人一人に卒業証書が手渡された。校長の贐けの言葉、

PTA 会長のお祝いの言葉と式は粛々と進んだ。保護者の中には、

ハンカチで目頭をふく人も。さぞかし、はじめての子か、それともおとご

かなと？ 

この子供たちもまもなく中学生。わずかの間に、子供から大人へ成長

していきます。 

最後に校歌斉唱、いつものことながら校歌をうたうと５０年前のことを

思い出し胸にこみあげるものを感じた。 

この子供達が健やかに成長してくれることを願いながら、卒業生を見

送った。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１． 例会変更 

大社ＲＣ    4/7(水)  18：30～ 花見例会  於） ゆたか亭 

出雲中央ＲＣ 4/12(火) 花見例会   於） ホテル リッチガーデン 

         ビジター受付  11：30～12：30  事務局  

２． るんびにぃ苑より『るんびにぃ』新聞 66 号を頂きました。 

次期幹事より 

○ 次年度委員長の発表 

○ 地区協議会のご案内 

     日  時  4/11(日)  受 付 10：30～  本会議 11：00～ 

     会  場  岡山コンベンションセンター (ママカリフォーラム) 

   出席義務の方 ご都合をつけて出席下さい 

■■■ 理事会決定事項 ■■■ 

○ アコルデソーン合唱団（当クラブ会員、会員夫人等で昨年５月結成）

一周年記念演奏会の後援依頼があり、承認いたしました。 

   会員一人チケット 1 枚 （1,000 円）購入。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

IM 実行委員会 （槇野委員長） ： 3／25 夜間例会のお知らせ 

■■■ スマイル ■■■ 

高砂 （原様ようこそいらっしゃいました。スピーチよろしくお願い致します） 

大島卓 （原所長 公務多忙の中ご無理を申しあげました。ご健康で

益々のご発展 祈り上げます。） 

槇野 （本日のスピーカー 平田広域交番 原所長様を歓迎して。） 

飯塚詔 （原所長様をお迎えして。） 

釜屋 （米子囲碁大会で東小学校 3 年の曽田幹広君がＡ級で優勝し

ました。伊藤支部長、ありがとうございました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「平田の治安について」 

 

平田広域交番 所長 

  原 義信 様 

１．はじめに 

ご紹介いただきました平田広域交番の

原です。本日は本会にお招きいただき、

さらには話をする機会を頂きましたことに、

感謝を申し上げます。 

 

２．警察の語源 

警察法 ２条  警察の責務 

「個人の生命・身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、

被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に当たる」 

 

○治安のバロメーター 

皆さんが感じられる治安の良さは、外国と比較して戦争やテロなどの危険

な状況に遭わず、身構えることなく町中を歩くことができる或いは、夜中でも

一人で出歩けることなどで感じておられることです。 

 

 



○隣近所との付き合い 

同じ町内でのつながりはもとより、親戚の縁戚も親戚づきあい等かなり強い

ものがあると思っております。他人のことは放っておいて欲しいと感じてもお

節介な(良い意味で)程の世話焼きがされることがあります。皆さんの近所で

はどうでしょうか。 

 

・ 巡回連絡とは 

皆さんの家庭を各戸に訪問して、家族の状況を把握するとともに各種の防

犯や交通安全(事故防止)などを指導する活動のこと 

現在では、振り込め詐欺の被害防止高齢者への交通事故防止などを指

導しております。 

 

３．警察が提唱する運動 

交通安全運動 

例年春と秋に１０日間行っているもので、交通死亡事故や死亡事故に

結びつく交通違反の根絶を願って展開しています。 

毎回、運動の基本や重点を特定して交通安全対策協議会や交通安

全協会などの関係団体との連携の基に行っております。 

 

鍵かけ運動 

平成２０年から全国的に展開されておりますが、ことに島根県は 

・ 自転車盗被害の約９割が鍵を付けたまま全国ワースト １位 

・ 住居侵入被害の約９割が無施錠 全国ワースト 1位 

・ 車上狙いの無施錠被害が約７割 全国ワースト ４位 

・ 自動車の無施錠による被害が約６割 全国ワースト１２位 

平田広域交番管内や駐在所管内でも自転車等が多発したことから、その

抑止を目的として交番やパト係を中心に 

・ 駐輪場での防犯診断  診断表を貼り付けた効果で被害が減少 

（ボランティア活動の効果が大きい ： 地域安全推進員、青パト） 

鍵の配布活動  中学１年生に対する自転車用に二つめの鍵として 

ナンバー錠２００本を３中学校で交付 

 

４．警察が主導する施策 

○ 振り込め詐欺被害防止 

ＡＴＭへの直接張り付け 

全国的に振り込め詐欺の被害が、年間２百億円を超える状況が続いた

ことや全国警察をあげて、高齢者家庭など被害に遭いやすい家を訪問して 

オレオレ詐欺，架空請求詐欺 

等に遭わないように指導したのに、被害が後を絶たないことから 

○ 警察ＯＢを活用してＡＴＭ機械周辺に張り付け 

て被害防止を呼びかけています。 

 

５．県下及び出雲署管内の犯罪発生状況 

（１） 刑法犯罪 

全国的な減少傾向と同様に島根県でも出雲市・斐川町でも減少 

Ｈ１５年   Ｈ１６年      Ｈ２１年 

島根県  ９，２１７   ８，８６４      ５，１５７ 

出雲市          ２，２９７      １，１９５ 

（２） 交通事故 

 Ｈ２０年 Ｈ２１年 

県 ２，１９９ ２，２０９ 

死者 ４２ ３３ 

負傷者 ２，４９２ ２，４９３ 

出雲署 ４８２ ４２４ 

死者 ９ ６ 

負傷者 ５５２ ４７２ 

（３） 振り込め詐欺被害 

全国的には、被害金額２００数十億円にのぼる金額が、悪質な詐欺犯

人にせしめられている現状です。 

島根県内におきましても 

平成２０年  総件数 ６８件   被害額 ８，５８０万円 

平成２１年 ２０件  ２，４３５万円 

が被害に遭っており、よそ事と安心しているわけにはいかない状況です。 

 

６．平田地域での犯罪発生状況 

（１） 刑法犯罪 

平成１７年  発生件数 １８２件 

平成２１年 約１００件   と 減少しています 

（２） 交通事故 

人身事故      約  ７０件 

物損事故      約 ５５０件 

過去３年間～死亡事故が無く安心しておりましたが、本年湯谷川に

転落したバイクを運転していた男性が亡くなる事故が発生しております。 

１名でも大切な家族を亡くされる遺族のことを思えば、事故を絶対に

起こさせてはならないと考えております。 

（３） 振り込め詐欺被害 

出雲署管内からの被害については、数を申し上げますが詳しい内容は

控えさせていただきます。 

平成２１年中 ２件 約  ４００万円 

平成２２年 ３件 約１，０００万円 

が発生しており、ここでも他人後ではすまされない状況にあります。 

平成２１年に発生した事案で、平成２２年（本年）に計上されるものがあり

ます。 

それは、被害額９００万円以上 裁判取り下げ名目でＡＴＭ等での約９０

回にわたる振り込みがされた事案です。 

 

７．結語 

ボランティア活動 

平田地域では、子ども見守り協議会（青パト）  ５０台 

老人力の活用 高齢化の進行 

 地域連帯の希薄化 

若者の減少 少子化 

地域の衰退 活性化法策 

 老人の知恵を生かした地域連帯の強化が一番必要 


