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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。本日は大熊進ガバナー補佐をは

じめ沢山のお客様にお越し頂いております。どうぞ最

後までよろしくお願いいたします。 

青少年韓国訪日団が 8 日に来日いたしまして、当

クラブでは 2 名の女子高校生をお預かりしました。8

日はリリア川口で対面式・歓迎会があり、私と江口青

少年奉仕委員長の 2 名で出席いたしました。終了後

は小宮山会長エレクトにホームステイ先の橋本会員

のご自宅まで送って頂きました。その夜は青少年奉

仕委員会を中心に歓迎会を開催いたしました。私、

中澤幹事、江口委員長、髙委員、関委員、吉田委員、

橋本会員とお子様 2 人が参加しまして楽しいひととき

を過ごしました。9 日は毎年恒例のディズニーランド

見学で、学生は雪の舞い散る中楽しんだそうです。

10 日はインターアクト協議会ということで、堀越さんも

参加して頂きました。韓国の高校生もいろいろなイベ

ントに参加しました。その日は私、江口委員長、吉田
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委員の 3名が出席しました。11日は獨協埼玉高等学

校インターアクト同好会のメンバー東京散策に行き、

とても楽しかったと聞いています。浅草、原宿、池袋、

スカイツリーに行ったそうです。12 日は学校訪問とい

うことで、獨協埼玉高校で1日学校生活を体験して頂

きました。その夜は送別会を行い、せんげん台のお

店で最後の夜を過ごしました。私、中澤幹事、江口委

員長、伊藤副委員長、会田委員、杉山さん、橋本会

員ご家族全員が参加しました。最後の挨拶では学生

が涙を流しながら「日本は楽しかった」と言って頂き、

我々もやって良かったと実感しました。今日 11：50の

フライトですので、今頃飛行機の中で日本の楽しい

話をしているのかな、と思います。 

この事業を通じ橋本会員には快くホームステイを受

け入れて頂き、奥様にも感謝します。ありがとうござい

ました。青少年奉仕委員会の事業はインターアクト同

好会との調整や海外からの学生の受け入れがあり大

変です。江口委員長をはじめ委員会の皆様本当に

お疲れ様でした。 

来年は 1 年の受け入れがあります。これは委員会

だけではなくクラブ全体で取り組んでいかないと出来

ない事業だと思います。是非とも引き続き皆様のご協

力をお願いします。 

 

 

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

（クラブより） 

・本日堀越様ご一家からお菓子を頂戴しました。卓上

に置きましたので皆様で召し上がって下さい。 

・事務局杉山さん、伊丹さんよりバレンタインチョコレ

ートを頂いております。卓上に置きましたので皆様で

召し上がって下さい。 

 

 

 

お客様挨拶 

 

第 8グループガバナー補佐 大熊 進 様 

1月 26日の第 8グループのインターシティミーティ

ングに大勢の皆様のご出席を頂きましてありがとうご

ざいました。グループ 263名中 180名程度、来賓含

めて 200名程度のご出席でした。4月 1日に IMゴ

ルフがございます。なかなかプレーできないコースで

すので大勢の参加をお願いします。 

 

獨協埼玉高等学校インターアクト 堀越 千陽 様 

2019-2020年度に越谷北 RCのスポンサーのもと

派遣候補生になりました。この度はありがとうございま

す。派遣国はフィンランドになりました。今年の夏から

1年間がんばってまいりますのでよろしくお願いいた

します。 

大宮中央 RC 社会奉仕委員長 堀越 太志 様 

派遣候補生の受け入れをして下さいましてどうもあ

りがとうございます。まだまだ未熟な人間ですのでこ

れから皆様のご協力ご支援を頂きながら成長し、派

遣後のサポートもお願いいたします。 

令夫人 

この度は留学に際しましてスポンサーをお受けい

ただきどうもありがとうございます。親子ともに勉強さ
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せて頂きながら沢山の経験ができればと思っていま

す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

春日部南 RC 伊澤 秀雄 様 

次年度小林ガバナー、大変おめでとうございます。

私は地区の RLI運営・学友管理委員会に出向して

がんばっていきたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

春日部南 RC 松田 進 様 

今日のカレーいかがでしたか。長年ご用命頂いて

おり、今日はお礼方々でお伺いいたしました。副会長

の宮﨑さんをはじめ沢山の方々にお世話になってお

ります。料理がおいしくなかったらもっといいものを作

るようにしますのでどんどん言って下さい。 

 

（一社）越谷市観光協会  

事務局長 中村 将義 様 

本日はオブザーバーとして越谷 JCの深野先輩に

ご紹介頂きまして参加させて頂きます。私も昨年 JC

を卒業し改めて地域社会に奉仕すべく、色々なところ

を回って自分の進路を決めていきたいと思っておりま

す。現役時代には市民まつり協賛金のお願い等で何

度かお伺いさせて頂きました。改めて拝見すると本当

に多くの方と知り合い、お世話になっていると実感し

ています。本日はよろしくお願いいたします。 

3分間ロータリー情報 

 
木村 二夫 会員 

『東経・北緯あわせて「3」が 12 も並ぶ場所ってどこ?』 

東経 133度 33分 33秒、北緯 33度 33分 33秒。

経度と緯度を合わせて「3」が 12 個も並ぶ、あの長嶋

さんもびっくりの地点が、高知市内にあります。正確

には、江ノ口川のほぼ中央で、江ノ口川河口にはシ

ンボル塔が建てられ、夜にはライトアップされていま

す。同じ数字が 12 個並ぶ場所は、世界的に見れば

いくつもありますが、海の上という場合が多く、陸上で

は 9 ヶ所しかないといいます。日本ではもちろんここ

だけです。そもそも、この数字に着目したのは、地元

高知のロータリークラブ。1962（昭和 37）年、「地球

33 番地」を宣言し、三角測量の三角をモチーフにし

たモニュメントを建てました。高知県は台風被害の多

い地域ですが、当時、台風情報はラジオに頼ってい

ました。現在のように、天気図上でどこに台風が位置

しているかを、テレビで刻々と示してくれるわけではな

い時代であり、「県民が緯度や経度に親しみをもてば、

台風の位置情報に役立つはず」と考えられたのでし

た。宣言から 30 周年の 1992（平成 4）年には、333
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万円の予算をかけて購入した 333 匹の鯉が、3 月 3

日、小学校 3年 3組の生徒 33人によって放流される

という、やはり「3」を 12個並べたイベントも開催されま

した。しゃれた事をする高知 RCですね。ところで、埼

玉県の日本一は何かご存知ですか。（正解：天気で

す） 

事業所紹介 

 
川島 徹 会員 

皆様こんにちは。本日事業所紹介をさせて頂きま

す。私が社長を務めております（株）トヤは、現在主に

婦人物バッグの委託製造、卸しを行っております。お

取引先様より頂いたデザインからの型起こしから、裁

断、検品梱包までを弊社で管理しております。従業

員は役員を含め 9名と小規模ながら、外部加工所 10

件からの職人に製造を委託しております。 

弊社の業務としては、まず依頼されたデザインのサ

ンプル作成から始まるのですが、結構ざっくりとしたご

依頼も多く、生地の色選びから質感の確認等まずこ

こで多くの時間を使います。例えば内装に使用する

裏地ひとつをとっても、「イメージした色じゃない」や

「求めていた機能性ではない」など、何回かの修正を

経て決定します。昨今は JIS法の改定等もあり、生地

の検査等もこの段階に時間を取ります。それからよう

やく本発注を頂き本生産に入ります。裏加工等の加

工後に入荷した生地を、弊社では刃型を使い油圧式

の裁断機で裁断を行い、それら材料を各加工所へ振

り分けます。加工所は埼玉県内から、東京、栃木、福

島まで分布しており、栃木や福島には主に運送便に

て発送しております。そうして加工所から上がってき

た製品を、弊社従業員で検品、梱包を行って納品と

なります。検品作業に於いて特に力を入れて指導し

ておりますのが「意識の向上」です。多くのお客様に

とって、お客様が手にする製品はたくさん作られたバ

ッグの中のただひとつだけであると言う意識を持つこ

とによって、製品の細部に心配りが出来るよう心がけ

ています。あらゆる製品に於いて海外工場での生産

が当たり前となっている昨今ですが、国内生産の一

番の強みは、この検品姿勢だと考えております。 

もし皆様も何かオリジナルバッグ等ご入り用の際は、

お声掛け頂けますと幸いです。本日はご清聴ありがと

うございました。 

外部卓話 

 

越谷警察署長 警視 倉林 修身 様 

『越谷地区の治安について』 

日頃皆様には警察行政に深いご理解とご協力を

賜りましてこの場をお借りして御礼申し上げます。 

自己紹介をさせて頂きます。私は昭和 34 年 6 月

18日生まれ、脂ののりきった 59歳です。警察官に拝

命したのが昭和 53年 4月。この間、警察署を含めて

20の所属になりました。平均して 2年に 1所属くらい

です。警察署は、川越、浦和、草加、西入間、本庄、

熊谷、行田、そして越谷の 8 ヶ所を経験しております。

方面で言うと南部、北部、東部、西部それぞれ経験し

ました。よく警察で刑事一筋何十年という方もいるかと

思いますが、私はこれといった専門分野はありません。

生活安全の部門と交通部門以外は経験しました。若

い頃は機動隊にも所属していました。当時は成田空

港開港に伴う警備、昭和 60 年日航機墜落の救助活
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動に明け暮れていました。日航機の墜落現場は杉の

木が一面なぎ倒され、ごみが散乱しているような現場

でした。熊谷警察署で刑事課長をしておりました当時、

高崎線沿線で踏切の非常ボタンをいたずらで押され

るということが連続して発生していました。捜査一課か

ら来た署長に呼ばれ「刑事課長、どうにかしろ」と言わ

れ、その日から 4 ヶ所の踏切に捜査員を張りつけまし

た。1、2 週間なかなか捕まらず、私と係長とで現場に

行きました。そのとき、自転車に乗らずに押していた

老人が踏切に近づきボタンを押しました。目の前で現

行犯逮捕したという事案がありました。当日、署長に

呼ばれ「やればできるじゃないか」とお褒めの言葉を

頂きました。今現在は越谷署の署長で、署長は管内

に居住する決まりのため、今は北越谷近くの官舎で

単身赴任をしています。去年 3 月の赴任ですので間

もなく1年が経ちます。越谷市民の安心安全を守るた

め、日々がんばっています。 

管内の治安情勢ですが、平成 30年中の越谷市の

犯罪認知件数は 3,750件、前年より 162件・4.1％減

少しています。グラフのとおり、埼玉県、越谷市ともに

平成元年以降増加傾向を示していましたが平成 15

年を境に減少に転じています。実際には、埼玉県は

平成 16 年・181,350 件が一番多く、越谷市は平成

14 年・9,808 件が最多の認知件数です。平成 30 年

の検挙件数は1,123件で、検挙率は29.9％です。例

年 900～1,500件の検挙件数です。 

認知件数は減少していますが増加している罪種も

あります。特に万引きは平成 30年に 462件、前年比

で 34件・7.9％の増加です。特殊詐欺は 70件で 19

件・37.1％の増加でした。以前は息子や孫を語って

現金を要求してきましたが、最近では新しく交換する

必要があると騙してキャッシュカードを預かり不正に

利用するという手口に変わってきています。皆様をは

じめご家族ご友人に話して頂き、詐欺被害に遭わな

いようにお伝え頂ければと思います。自転車盗は

1,217 件。刑法犯の認知件数の約 3 割ですので、鍵

を確実にかける等の対応をお願いします。 

次に交通事故の情勢です。平成 30年中の越谷市

内の人身事故件数は1,055件で前年比69件・6％の

減少、更に交通事故死者は 4人で前年比 6人・60％

の減少になっています。ただ、年によって事故死者が

10 人を超えたりし、いつ死亡事故が発生してもおか

しくないということでありますので、車を運転する際に

はスピードは控えめ、安全確認が重要です。去年 11

月 15日に事故で 1名亡くなっていますが、それ以降

は昨日まで死亡事故は発生していません。ゼロ日数

89 日間継続していますので、今後も皆様の協力を得

て 1日でも多くしたいと取り組んでいます。 

以上が治安情勢や交通事故の状況ですので、皆

様が犯罪被害に遭わないように注意して頂ければと

考えております。 

最後になりますが、署長として心がけていることで

す。私は2点心がけていることがあります。まず1点目

は市民目線・相手の立場に立った職務執行です。私

を含め私から署員に対して指示をしています。警察

は市民に頼りにされる機関でなければならないと思い

ます。市民の皆様が警察に信頼を寄せて安心安全を

守るということが我々の使命でありますので、署員に

指示をしています。 

市民の皆様が警察と接点を持つということは滅多

にあることではございません。事件、事故の被害に遭

ったり遺失したりで警察の世話になった方はいますか。

その時の警察のイメージはどうでしたか。警察の立場

だと「また遺失物か」ということでも相手は初めてという

方がほとんどです。そういう意味で相手の立場に立ち

何に困っているのかをよく聞き取り対応するよう指示

しています。 

2点目は限られた人員で能力を最大限に発揮です。

特に埼玉県では若手署員が増加しています。いかに

若手を育てて早く一人前にするかに取り組んでいま

す。「褒めて育てる」をしています。越谷署は約 360

人の署員で約 34.2 万人の安心安全を守っています。
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警察活動は多岐にわたっています。限られた人員で

最大限の効果を発揮するためには、一人一人の能力

の向上が必須条件です。皆様の会社でも個々の能

力の向上が業績になると思います。 

埼玉の警察では、団塊世代の退職でこの数年大

量採用で若手が入ってきています。署員の 60％が

20～30 代です。いかに早く一人前育てるかが、警察

業務の負担軽減、市民の皆様の安心安全に繋がっ

てきます。私が若かりし頃は「褒めて育てる」ということ

はありませんでした。私が駆け出しの頃は先輩・上司

に叱咤激励を受けながら覚えていきました。今の若い

子にそういう風に接するとパワハラと言われる時代で

す。人間は褒められればやる気になるそうです。逆に

叱られてばかりいると委縮して仕事のミスも多くなると

言われています。何がいいのか具体的に褒めるのが

いいそうです。 

限られた人数で越谷市の治安維持にあたっていま

す。これからも皆様の安心安全を守るため署員一同

がんばって参りますので、引き続き皆様のご理解ご協

力をお願いいたします。 

 

    
・1月 26日のインターシティミーティングには多くの会

員様の出席をいただきありがとうございました。又 4月

1日の IMゴルフの参加を多くの会員・知人をお誘い

して参加して下さい。 

大熊 進 

・今日は久しぶりにメーキャップにおじゃましました。次

年度小林ガバナーおめでとうございます。私は次年度

RLI運営・学友管理委員会にお世話になります。宜し

くお願い申し上げます。 

伊澤 秀雄 

・いつも食事ではお世話になっております。 

松田 進 

・お客様ようこそ。倉林様、本日の卓話よろしくお願い

致します。                    吉澤 晴雄 

・お客様皆様ようこそ。倉林署長様、卓話よろしくお願

いします。                    中澤 伸浩 

・お客様皆様ようこそ。              小林 操 

・お客様ようこそ。倉林様、卓話よろしくお願いいたし

ます。 

岡﨑 勲 大熊 正行 稲垣 勝三 

大濱 裕広 松﨑 義一 宮﨑 敏博 

・春日部南 RC松田様、伊澤様ようこそ。 

宮﨑 敏博 

・越谷警察署長様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。大熊ガバナー補佐、IMでは大変お世話になりま

した。                       鈴木 英男 

・観光協会中村様、本日は宜しくお願いします。 

関森 初義 

・本日も宜しくお願い致します。 

佐藤 要 

・お客様ようこそ。 

須賀 篤史 深野 秀樹 

・チョコレートありがとうございます。大吉で～す。 

小林 光則 

・しばらく欠席して申し訳ございません。娘の 2番目の

子供も無事生まれ、今度の日曜日にフランスに帰りま

す。今からさみしく涙が出ています。本日もよろしくお

願い致します。                 髙 瑠美子 

・本日早退します。申し訳ございません。  

山本 正乃 

 

 

出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         13名 

出席者            33名 

欠席者            14名 

出席率            80.4% 
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