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2019-2020 年度 

国際ロータリー会長／ マーク・ダニエル・マローニー   会長／ 持田 稔樹  副会長／ 釜屋 治男 

２６９０地区ガバナー／ 古瀨 倶之          幹事／ 杉原 朋之   会 計／ 板垣 文江 

 
■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

8 月 22 日 
平田広域交番 

 所長 野地 正弘 様 
最近の犯罪情勢等について

8 月 29 日 原  豊 様 音楽と健康 

9 月 5 日 平田自治協会会長 奥野 様  

 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 （当日の） 出席率 

42 27 15 (6) 75.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

原伸／飯塚大／来間／久家／三好／松浦／持田稔／神田／園山

（山根／牧野／遠藤／河原／高砂） 

■■■ 来訪者 ■■■   

な し 

■■■ メークアップ ■■■   

8/21 大島卓(大社)   
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 8 月 29 日）  福田磨寿穂／大谷厚郎／大谷良治 

（ 9 月 5 日）  神田慎一／佐々木哲也／園山 繁 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■  

月 出雲中央  8/26   松江南 8/26  10/21 

火 出雲 10/15  9/17・10/22(－) 
松江しんじ湖  8/27  9/24  

10/15  10/29  

水 大社  松江 8/28   

木 (－) ； ビジター受付 なし
松江東 8/29   

9/26・10/24(－) 

金 出雲南 8/23  9/13  9/27(－)  

 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

こんにちは。 

本日は持田会長の代わりに挨拶をすることになりました。 

心の準備をしていませんでしたが、何とか無事終えることを基本にお話をさ

せていただきます。 

RI 会長マーク・ダニエル・マローニー氏は「ロータリーは世界をつなぐ」をテー

マの下、ロータリーの奉仕を通じて有能で慣用な人々が手を取り合い行動

を起こす「つながり」を築きましょうと書いておられます。 

そのためには、中長期目標を揚げ、それに向けアクションを起こすことだと

述べておられます。今年度より当平田クラブでも「未来ビジョン委員会」が始

動しました。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、毎日暑い日が続いていましたが、昨今は出雲を直通した台風10号

のおかげか、ずいぶんと涼しくなったようです。クーラーとかを利用して体調管

理をするのが普通に良いようです。 

水分を十分にとって、体調管理を自分で行うことが大切です。 

 熱中症は自分で気付いた時には遅い場合もあるようです。 

 どうか家族も注意をしてください。 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

  ○ 出雲RC        10/15(火)  職場訪問例会  

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30 ホテル武志山荘 

  ○ 出雲南RC       9/13(金)  夜の例会 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

  ○ 松江しんじ湖RC  9/24(火) → 9/23(月) 創立２５周年記念式典 

               10/29(火)  職場訪問例会   

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

２．休   会 

  ○ 出雲RC    9/17(火)  10/22(祝 火)   定款により  

       ビジター受付 な し 

  ○ 出雲南RC  9/27(金)               〃      

       ビジター受付 な し  

  ○ 松江東RC   9/26(木) 10/24(木)       〃          

       ビジター受付 な し 

  ○ 松江南RC     10/21(月)             〃        

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急 

  ○ 松江しんじ湖RC  10/15(火)       定款により 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

３．「クラブ米山記念奨学会委員長研修会」 ならびに 

｢米山記念奨学生・米山学友親睦会｣開催のご案内 

日  時  9/8(日) 10：30 ～ 12：00  研修会 

             12：30 ～ 14：30  親睦会 

会  場  出雲ロイヤルホテル 

当クラブ 小汀泰之国際奉仕委員長出席致します。 

 

■■■ スマイル ■■■   

釜屋・杉原・石原俊  

（野地正弘様、本日はスピーチよろしくお願い致します。） 

佐々木 （平田広域交番 野地所長、本日のスピーチよろしくお願いしま

す。） 

内田 （野地所長様、本日は来訪 誠にありがとうございます。スピーチ楽し

みにしています。） 

槇野 （この度 県発注公共工事(電気設備部門)島根県優良工事知事

表彰を受賞致しました。皆様からの平素のご支援に感謝申し上げ

ます。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「最近の犯罪情勢等について」  

 平田広域交番所長  野地正弘 様 

１． はじめに 

平田広域交番所長の野地でございます。 

本日、例会にお招きいただき、ありがとうございます。平成２９年９月の

例会にもお招きいただきお話をさせていただきました。本日は、「最近

の犯罪情勢など」についてお話したいと思います。 

２． 交通事故の現状等 

    はじめに交通事故の現状などについてお話します。 

  (１）本年の交通事故 

     ○島根県内での交通死亡者数 １５名 

     ○出雲市内での交通死亡者数  ２名 

     ○島根県内、出雲市内で発生した人身事故、物損事故とも、昨

年同期に比べ減少 

  （2）交通死亡事故の特徴 

     ○６５歳以上の高齢者の死者が多い 約75％ 

     ○夜間における交通事故が多い   約67％ 

     ○歩行中に交通事故に遭遇     約58％ 

  （3）秋の全国交通安全運動 

     ○９月２１日（土）から９月３０日（月） 

     ○運動重点 ５つ 

  （4）交通事故防止のために特に留意する点 

     ○子供と高齢者に対する思いやりのある運転の励行 

      ・例として 横断歩行者妨害（横断歩道を渡ろうとしている人が

いても、停車しない） 

     ○夜光反射材の着用 

      ・夜光反射タスキ（タックルバンド）着用＋ライトの携行 

     ○早めのライト点灯と上向きライト（ハイビーム）の活用 

      ・ライト点灯時間の目安 

        ９月：午後５時３０分、１０月：午後５時 

     ○飲酒運転はしない、させない 

      ・島根県は全国でも飲酒運転、飲酒による交通事故が多い 

      ・島根県の中でも出雲市が飲酒運転、飲酒による交通事故が

多い（二日酔いの状態で、朝、車を運転し交通事故） 

       今後も出雲市内、そしてここ平田地域での交通事故を一つで

も減らしてゆこうとおもいます。 

  （5）あおり運転について 

     ○先般、茨城県内の常磐自動車道で起きた「あおり運転殴打事

件」が大きく報道されました。 

     ○あおり運転に遭った場合は、駐車場など交通事故に遭わない

場所に避難し、場合によっては１１０番通報をすることが大切

です。 

     ○近年は、車にドライブレコーダーを取り付ける方が増えましたが、

あおり運転をしない・させないための一つの方策だと思います。 

３． 刑法犯の認知状況 

    次に、体感治安の一つのバロメーターである、刑法犯の認知状況に

ついてお話します。 

  （1） 本年の刑法犯の認知状況（７月末現在） 

     ○島根県内 １,４０３件 

     ○出雲市内  ４３７件 

     ○島根県内は昨年同期に比べ減少 

     ○出雲市内は昨年同期に比べ若干増加 

 

  （2） 本年の出雲市内の刑法犯の特徴 

     ○万引き  １８１件（昨年同期＋７５件） 

        昨年は高齢者による万引きが多かったが、今年は減少 

     ○空き巣   １３件（昨年同期＋８件） 

     ○車上ねらい １８件（昨年同期＋８件） 

        社内に財布、バックなどを置いたままにして被害に遭うケース

が多い 

４． 特殊詐欺被害の現状等 

    次に、特殊詐欺被害の現状についてお話します。 

  （1）平成３０年の特殊詐欺被害  

     ○全国     １６,４９４件   363 億9,000 万円 

         前年比  ―１,７１６件  －30 億8,000 万円 

         ※出雲市の年間予算の半分程度の額 

     ○島根県内      ４１件    １億280 万円 

         前年比     －１件     －234 万円 

   ※松江市内の６０歳代の女性が「民事裁判をやるための保証金の支

払い」という名目で騙され、宅配便で数回現金を送り、計 4,600

万円の被害に遭う 

     ○出雲市内       ５件      183 万円 

         前年比     ＋１件      －83 万円 

  （２）本年の特殊詐欺被害（７月末現在） 

     ○島根県内     １２件    1,030 万円 

  前年対比   －１６件   －7,225 万円 

     ○出雲市内      １件     130 万円 

  前年対比    ＋１件    ＋130 万円 

  （３）多い手口 

     ○総合消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせの葉書 

     ○民事訴訟最終通達書という内容の葉書 

     ○アダルトサイト利用料金請求のショートメール 

       ・３０歳代から５０歳代の男性の被害が多い。多くの場合、被

害届は出さず、相談として受理している。 

     ○有料コンテンツの未納料金請求のショートメール 

     ○還付金詐欺 

     ○オレオレ詐欺 

     ○NHK を名乗る男性からの電話 

     ○その他、特殊詐欺の手口はさまざま 

  （4）特殊詐欺被害防止のために 

     ○電話で犯人と話をしない 

     ○葉書、ショートメールにある電話番号に電話しない 

     ○電話機～ナンバーディスプレイ付の電話機に 

     ○家族、警察などに相談 

５． その他（日韓関係問題など） 

 


