
 
 
 
 
 
 
 

第 1534 回例会 20 年 6月 23 日(月) 
海南商工会議所４F 12:30～ 

 

１．開会点鐘       
２・ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介 

海南警察署長  磯崎 正三 様 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数47名 出席免除会員1名 

  出席率 70.15％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

５．会長スピーチ      会長 山名正一君 

海南警察署長の礒埼

様、本日はご苦労さま

です。後ほど卓話宜し

くお願いします。 
警察業務に関連します

が、大阪の鉄道構内に

おいて東京の秋葉原の

通り魔事件を真似た事

件が発生しましたが本

当に困ったものです。

このような痛ましい事

件が連鎖しないように祈ります。 
 明日２４日～２６の３日間、友好クラブである台湾

の彰化東南ロータリークラブ創立１３周年式典に林

さん、中村さん、山東さん、柳生さん、そして私の５

人で参加します。海南東ロータリークラブ会員の代表

として充分に友好を深めてまいります。 
 いよいよ来週３０日は私の年度最後の例会となり

ます。２００７~２００８年度の１年間を振り返り皆

様と美味しいお酒を傾けながら語り合いたいと思い

ます。 
 

６．委員会報告 

○社会奉仕委員会 

ミャンマー、中国の災害支援の寄付をお願いします。

前回、欠席した方やまだの方はお願いします。 

 

７．幹事報告         幹事 上芝良造君 

○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山北ＲＣ 

6 月 30 日（月） → 6 月 30 日（月） 

18:30～    かに道楽 和歌山店 
（最終夜間例会） 

岩出ＲＣ 

7 月 24 日（木） → 7 月 26 日（土） 
18:30～ ホテルグランヴィア和歌山   

 （周年例会） 

○７月のロータリーレート 

１＄＝１０６円 

 

８．ゲスト卓話 

海南警察署長  磯崎 正三 様 

「犯罪捜査を通じて見たマスコミと当署のＰＲ」 

～全て私見であるのでご

了承しておいて下さい～ 

１．仕事を通じて知った

マスコミとは 

 新聞～警察捜査を通じ

てマスコミについて知

り得たことの中で言っ

ておきたいこと。 

一つ 記事や内容の信用

性は５０％（話半

分に聞いておいてちょうどいい） 

   毒物混入カレー事件を通じて思ったこと 

二つ 真実を知りたければ全ての新聞を購読（客観的

に見ていない。）してほしい 

  最近の新聞は主義主張が多すぎて、記事も週刊誌

並みに低俗 

新聞を読む～言葉を変えれば、何人かの大変主観

的なフィルターにかかった幻想を見ているという

ことになる。同じニュースも読む新聞によって、紙

面に大きな違いがある。 

例～オウム事件 

  破壊活動防止法を適用すべきか否かで揉めた～

結局、公安調査庁から公安審査委員会に出された

教団の解散指定請求は棄却 

  翌日の新聞（新聞では同じではないことが明白）

紹介すると。 

・朝日～破防法そのものを否定し「国家や社会秩序よ

りも個人の人権、権利が優先されるべき」と述べ 
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・毎日～ほぼ同じく棄却を歓迎 

・産経～「殺人も善とする宗教とは言えない…協議を

捨てないグループが存在している限りオウムの危

険が去ったとは言えない」と現実論の立場 

・読売～産経と同じ立場で立法の必要性を訴えている 

※ 現在の国民は、大新聞やテレビの命ずるとおりに

考え、指導するとおりに行動する者が多いと言われ

ている。 

  「オウム事件」について言えば、朝日、毎日しか

読まない人は賛成の立場を取りやすくなると言う

ことではないか。 

２．当署のＰＲ 

当署で実践している警察の仕事 

警察官の中には、残念ながら、強さをくじき弱き

を助けると言う基本的なことを忘れてしまってい

る輩がいる。 

スピード～時間の話（金持ちも公務員も１日は

24 時間である。） 

間違っても、金持ちは 30 時間あって、そうでな

い者は 20 時間ということはない。 

ストロング～最近の凶悪事件～無差別殺人…死

刑になりたかった…間接自殺（犯罪学的には） 

秋葉原事件～不幸な事件であるが、警察官が悪党

にやられることはあってはならないが…もう 4 年

ほど前、警察庁に出向していた当時に警視庁でニュ

ースで流れた警察官の逃走事案 

・スマート～現場でも颯爽としろ。 

・警察相談に絡めて親切な対応 

・家族に相談されていると思え！ 

・一番悪い対応～これが一番多いが… 

・「何かあったら１１０番してください。」 

※ 何かあったら放っておいても１１０番してく

る。敷居の高い警察に来る人は、何かある前に解

決して欲しいと思って、藁をもつかむ気持ちでや

ってくるのをわかっていない。）  

少なくとも、警察に来て良かった（来る前より

も気持ちが晴れた） 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 
第 1535 回例会 平成 20 年６月 30 日(月) 
今期 最終例会 「初音」 18:30～  

 

 

 

 

 

 

 

山名正一君  磯崎様、本日ご苦労さまです。 

塩崎博司君  先週金曜日に、辻先生に足痛の治療を

していただき、無事横浜に行って来る

事が出来ました。有難うございました。 

谷脇良樹君  磯崎署長様、本日は公務ご多忙の中、

卓話よろしくお願いします。 

       この一年間プログラム編成にご協力

ありがとうございました。つたないプ

ログラム委員長でしたが、無事終える

ことが出来感謝しております。 

林 孝次郎君 名手さん、ごくろうさんでした。 

山畑弥生君  寺下さん、お世話になりありがとうご

ざいました。 

上野山雅也君 土曜日はありがとうございました。楽

しかったです。 

       横出さん野菜いっぱい頂いてありが

とうございました。 

的場賢美君  土曜日、親睦委員会の反省会ありがと

うございました。 

岸 友子君  土曜日、親睦の慰労会楽しかったです。

ありがとうございました。 

宇恵弘純君  磯崎署長様の卓話期待しています。何

をしても一流の方です。 

魚谷幸司君  親睦の反省会と、未熟でしたが１年間

無事に終わりました。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

国際大会の本寄贈キャンペーンで 

ギネス記録樹立 
 2008 年ロサンゼ

ルス国際大会中の

7日間で、ロータリ

アンが寄贈した本

の数がギネス世界

記録を樹立、識字

率向上への熱意を

証明しました。こ

の図書寄贈プロジ

ェクトはロサンゼルス・タイムズ社との協同事業で、

年相応の読み書きができない子どもが多くいる地域

として、カリフォルニア州南部とネバダ州南部の公立

の幼稚園と小学校に図書を寄贈するものです。国際大

会の最終本会議中、ギネス世界記録の審査員を務める

ダニー・ガートン・ジュニア氏は、7日間で最も多く

の本を寄贈した新記録保持者としてロータリーを認

定。集められた本は、なんと 24 万 2,624 冊に上りま

した。大会中は、寄贈された本を積み重ねて「本の山」

をつくり、ロータリアンや著名人が、校外学習で訪問

中の子どもたちに本を読み聞かせるスペースも設け

られました。同プロジェクト委員長を務めるインゴ・

ワーク氏は、記録樹立に感謝するとともに「ロータリ

ーは社会全体のためだけではなく、特に子どもたちに

対し、愛をもって識字率の向上に取り組んでいます。

読むことに必要なのは愛だけです」と述べました。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


