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国際ロータリー会長／ イアン H.S. ライズリー 会長／ 佐々木 哲也
副会長／ 小汀 泰之
２６９０地区ガバナー／ 池上 正
幹事／ 曽田 敏康
会 計／ 高砂 明弘
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓 話 者

演 題

5 月 24 日

久多美剣道ｽﾎﾟ-ﾂ少年団
指導者 常松 照雅 様

5 月 31 日

会員増強会員維持委員会

6月 7日

何故？｢現場はそのまま 110
番｣なのか
夜間例会 （親睦趣味の会）
18：30～

㈱ヒューマンサポートジャパン
こ す げ

ふおん

代表取締役 小菅 扶温 様

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
44
33
11 (4)

出席率
82.50 %

前々回補正出席率

87.50 %

■■■ 欠席者 ■■■
高砂／槇野／清原／杉原／園山／山口／飯塚俊
（山根／牧野／遠藤／岩浅）
■■■ 来訪者 ■■■
岩永Ｇ補佐・加藤グループ幹事（大社） 勝部・森山（出雲南）
■■■ メークアップ ■■■
な し
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（5 月 31 日） 土江光二／釜屋治男／加藤 昇
（6 月 7 日） 板垣文江／清原正幸／黒田昌弘
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
月
火
水
木
金

出雲中央 5/28(－) 6/18
6/25(－)
出雲 6/26
大社 5/30 6/6 6/20 6/27(－)
(－) ； ビジター受付 なし
出雲南 6/22 6/29(－)

松江南 6/18 6/25
松江しんじ湖 6/19 6/26
松江 6/20 6/27
松江東 6/21 6/28(－)

■■■ 会長挨拶 ■■■
5 月はロータリーの特別月間「青少年奉仕月間」です。今日は、4 月の「母
子の健康月間」でお話しできなかった「子どもの健康」へ関わりを含め、青少
年に対する私の職業奉仕についてお話しします。
世界的に罹患率・死亡率が高い「5 歳未満の子ども」との関わりでは､平成
19 年から国富町縣神社の鳥居の近くにある私立のひらた西保育園の園医
を務めています。乳児を含む園児が70名あまりで、春と冬に健康診断、3月
に入園前健診をおこなっています。時には保育園でケガを負った子どもが受
診され 治療することがあります。
年齢を広げると､国富小学校と平田高校の内科校医を務めています。国
富小学校は児童数 170～180 人、児童の健診､教職員との衛生懇話会､
秋の就学前健診､6 年生へのタバコ学習授業で、計 5 日出向きます。
平田高校は生徒数 160 名､伊藤義徳先生と男女を分担して生徒の健診と
保健委員会で計 4 日､保育園への健診の計 3～5 日を全てあわせると年間
12～14回､いずれも木曜日の午後に出かけます。特に、新年度となる4月・
5 月の木曜日は、毎週のように例会の後、健康診断に出かける状態で、今
日も保育園の健診が予定に入っています。その他に、12～3 月の時期は、
学級閉鎖に関する電話相談などに対応しなければならないこともあります。
また､出雲市内のすべての小中学校の小学1 年・4 年生・中学1 年生に心
臓検診として心電図検査がおこなわれています。出雲市から委託を受けた

出雲医師会の中で心電図判定委員を務めていますので、5～6 月の夜に計
3 回の会議が開催され、一昨日も出席してきました。これらの業務は、いず
れも対価をいただいており、職業奉仕に該当するものです。
余談ですが、国富小学校といえば、小学校の統合対象校のひとつです。
すでに賛成を表明していた国富・鰐淵・北浜・塩津地区に加えて、西田地
区からも賛成の意思が表明されたことが 4 月に報道されました。今後、小学
校建設の予定地が具体的に選定され､新しい校舎が建設されるようです。
統合小学校の校名も公募されるようですが、個人的には「旅伏小学校」とい
う名称を提案したいと思っています。
■■■ 幹事報告 ■■■
１．I M （大田開催） DVD 配布
２．ポール・ハリス・フェローバッジの贈呈
原 孝士会員
新入会員候補者の紹介
原 伸雄 様 Ｓ47．9．6 生
報光社 代表取締役
クラブ細則に従い 意義のある方は本日より７日以内に書面をもって
お申し出下さい
■■■ スマイル ■■■
岩永Ｇ補佐・加藤グループ幹事
（本年一年、皆様のお支えによりガバナー
補佐、グループ幹事と大役を努めさせてい
ただきました。心より感謝申し上げます。）
森山・勝部（出雲南）
（久しぶりにお邪魔しました。）
佐々木 （岩永ガバナー補佐様、加藤グループ幹事様 いろいろとお世話に
なりました。
出雲南クラブ森山様、勝部様、平田へようこそお越し下さいました。
常松様、本日のスピーチよろしくお願いいたします。）
曽田 （岩永ガバナー補佐様、加藤グループ幹事様ようこそ平田ＲＣへ！
間もなく補佐の任を終えられますが一年間大変ご苦労様でした。
出雲南ＲＣ勝部様、森山様 ようこそ！）
大谷厚 （岩永ガバナー補佐様、加藤グループ幹事様、出雲南ＲＣ森山様
勝部様ようこそお出でくださいました。
常松様を歓迎して。スピーチ楽しみにしています。）
飯塚大 （第４グループ 岩永 Ｇｏｖｅｎｏｒ 補佐、加藤 Ｇｒｏｕｐ 幹事、出雲南
クラブ森山様、勝部様 ようこそいらっしゃいました。）
石原俊 （岩永ガバナー補佐、いつもお世話になります。今日はようこそ平田
ＲＣお越しくださいました。）
三好 （岩永ガバナー補佐様、加藤グループ幹事様、出雲南ＲＣ勝部様
森山先生ようこそお出で下さいました。
常松様、本日のスピーチよろしくお願いいたします。）
内田 （常松様、ようこそいらっしゃいました。本日はスピーチ楽しみにしてい
ます。）
原泰 （常松様、本日は宜しくお願いします。）

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

何故？ ｢現場はそのまま！ 110 番｣ なのか
常松 照雅 様
私は警察官として４０年間、そして
その内２７年間は鑑識という仕事をさ
せていただきました。
勤務していた警察本部刑事部鑑識
課機動鑑識隊は、県下で発生した、
すべての「殺人、強盗、強姦、放火」
の凶悪な罪を始め、犯罪の鑑識活動
と県下各警察署への鑑識技術指導
がその主な仕事でしたが、連続発生
する窃盗事件や専門的な鑑識知識
および技術の必要な事件も要請を受
けて出動していました。
また、現場から採取した証拠の分析・鑑定に基づいて犯人の検挙・犯行
の裏付け・事件の立証等を行っていました。 私たち鑑識の仕事で一番大
切なのは、現場から有形・無形の鑑識資料を鑑定するために持ち帰ること
です。 この資料を採取するためには、犯罪発生当初に被害現場の現場保
存がいかになされているかが重要です。
--------------------------今日のテーマは「何故？現場はそのまま１１０番？」です。何故それが必
要かというお話をさせていただきます。
現場は「証拠の宝庫」と言われます。現場の鑑識資料を壊すのは「人」と
「時間」です。 いったん破壊された証拠は二度と元に戻りません。破壊しな
いようにするためには現場保存が大切です。
たとえば、自宅に帰ったら家の中が荒らされていたという場合、誰でも何が
無くなっているのか確認したくなります。被害確認をするために家の中を歩き
回って家の中の物を動かして気になる物を探したくなります。 でも、それで
現場資料が破壊されているのです。 もし、被害に遭われたら動き回らない
で、物に触らないで警察へ電話をしていただきたいと思います。 そして、警
察官が来るまで物の無い部屋で待っていただきたい。それが一番の現場保
存になると思います。 現場保存が良ければ、より犯人に結びつく多くの資
料の採取が出来ます。
--------------------------それでは、現場鑑識活動とはどんなことをするのかといいますと
「写真撮影」、「足跡採取」、「法医試料採取」、「指紋採取」、
「似顔絵作成」、「警察犬の出動」 等があります。
現場鑑識作業の手順としては
（１） 鑑識の現場作業では、まず現場の写真撮影を行います。現場のその
ままの状況を物の存在を明らかにするために四方 から上・中・下と写し、そ
の中の一つ一つの物を大・中･小と写します。 それは、犯人が何を触ったか
どうゆう行動をとったのかを明らかにするために撮影します。
（２） 足跡採取は、あらゆる場所の様々な箇所に付着している足跡を、斜
光線等で検索し、シート転写法・石膏法・静電気法・写 真撮影法などの
沢山の採取方法で採取します。

（３） 法医資料には、汗、唾、精液、血
液等の体液および毛髪、爪等がありま
すが、汚染しないようにして持ち帰り、鑑
定することによって血液型やDNA型等を
調べることができます。
（４） 指紋採取方法には、気体法・固
体法・液体法等があり、その検出方法に
は沢山の方法があります。
それでは、最後に目に見えない指紋と
光線を当てないと見えない足跡を簡単
な指紋採取方法と足跡採取方法で採
取してみたいと思います。
最後に、万が一不幸にも何らかの被
害にあわれたら、現場はできるだけ壊さ
ずに１１０番をしていただきたいと思いま
す。

