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題ゲスト紹介

千種警察署生活安全課課長川井信夫氏

圏5月のお誕生日祝福

秋山君（5／2）、小山君(5/15)、石田君(5/27)講演“グリーンマーケットと

日本グリーンビルディング協会と私”

｜]本グリーンビルディング協会

蝋務局長浅井充彦氏

（紹介鷺谷君）

へ

二コボックス

東RC尾関重雄君お邪魔いたします。

中根三郎君先日は社会奉仕委員会にて送別会を

行って頂きありがとうございました。又どこかでお会

いできる事楽しみにしております。皆様お元気で…･ ･ ･･

萩原喜代子さん晩秋のメルボルンから帰ってまいり

ました。

酒井淳二君先回、欠席しました。

佐久間良治君先日の次期理事役員・委員長会議に遅

刻し大変申し訳ございません。

鈴木正男君家族旅行ありがとうございました。

|ｿI豫田さん大変ご迷惑をおかけ致しました。

二村聰君、石黒正則君、伊豫田博明君、小林明君、

黒須アイ子さん、鴬谷龍男君、鈴木理之君、山田毒

勝君、山本英次君、吉田節美君、吉田玄君春季家

族会では皆様有難うございました。楽しかったです。

足立一成君、林哲央君、池田隆君、神崎住惠

さん、河村政孝君、菊池昭元君、丸山昌宏君、

松島孝彰君、三輪康君、宮尾紘司君、水野民

也君、水野賀續君、佐野寛君、竹内眞三君、舎

人経昭君、魚津常義君、和田正敏君、鷲野義

明君新入会員の加藤重雄君を迎えて。

小山雅弘君誕生日祝い。

秋山茂則君5月2日は私の誕生I]です(71才)。

だんだん先が短くなりますが、長くなるよう工夫して

生きましょう。誕生日祝い。

西野英樹君夫人誕生日祝い。

加藤大豊君、中井常雄君、大口弘和君結婚記

念日祝い。

松居敬二君新入会員の加藤重雄君を迎えて。結蛎

記念日祝い。

久野峯一君夫人誕生日祝い。結婚記念日祝い。

小杉啓彰君春季家族旅行ありがとうございまし

た。夫人誕生日祝い。結婚記念日祝い。
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圃“奉仕の理想”

囹黙祷～ユーゴスラビアに平和を～

囹新入会員紹介
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氏 名 加藤砿雄

生年月日 昭和22年10月1日

事業所 （隙)ラムセス

名東凶蔚針2-1607

TEL･FAX 701-2802

地 位 代表取締役

白 宅 名東区i(:"l･2-1607

椎薦者 松鵬敬二

職業分類 ビル経営

委員会 糊朧活動

密出席報告

会貝 69(67）名 川職52名

出席率 77.61%

前々l1i1 (1月12H (修｣ﾋIIIWiY率) 9701%

囹ビジター紹介 41名
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I ｸ1世紀‘の織け橋'になろう本年度会長テーマ 本紙はIIf'|i紙を伽'lliしております



石黒幹事報告’ ますと、全'11で昭和62年に2千5口件であったものが、

10年後の平成8年には約8倍に当たる約1ノj9WI:に

も墹加しております｡検挙された者の阿篤を兇ますと、

アジアのllilが約80%を占め、中でも｢|'Ifl人が過半数を

占めているのが特徴であります。

3 中国人犯罪グループによる犯罪について

不法洲ｲfの長期化に伴い、陸l内に根|､l･いた米I 1外IIil

人は、組織化、グループ化し、犯罪を敢行しておりま

すが、米I I 1 II I I;l人については、特にこのit師11が披く、

柵雌肯弊のIIII1身地域によってグループを形成し、繩帳

りをめぐって凄惨な対立抗争を引き起こすまでになっ

ております。米|-|｢hl. 1il人の犯罪組織化の背賊には、

｢評港淌会｣、 「蛇頭」といった中l 'ilマフィアのIWI!

がｲl.ると, i.われております。また、 こうしたグループ

が我がl ';|で得た多額のｲく正収益を地下銀行を通じて本

l 'ilへ送金しているようであります。今後もこうした糸l1

織化が更に木絡化することがf想されます

1 . 4EI I例会終j-後の理桝役員会は、定足数が満たな

い為、次11 11例会(5/11)終l'後に変更致します。

2． ロータリーの友5月号と当クラブの規定集をお州ll

りにお持ち「さい

囹マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン授与
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会長より、マルチプルポールハリスフェローとして

照り〃1夫ｲﾄにピンが噸られました。 一

|吉田(節)会長挨拶’
外国人犯罪について

愛知県千種警察署生活安全課

課長川井信夫氏

大変さわやかな風に新緑がきらめき、色とりどりの

花が災しさを競い合う季節となって参りました Ll ll

231~1から4 11291:lまでは「みどりの週|H1」でございま

す’） この期|ﾊ11l 'は4l l129Hの「みどりの| 1」を! |!心と

して料地で.li'I!樹祭や緑化教室をはじめ、花と緑に|班|す

る色々な1｣: 'jiが全I｣il各地で実施されます。

我々のf供の頃は'1 11291-1天腿節と! ;い、 ll"IIXI;』

のi泄ﾉkl lであり、第2次大戦後は天皇拠ﾉkl lとなり、

､ﾄ成ﾉ亡年には「みどりのロ」となり231 1～291 1まで

をみどりの週間と定められ今｢Iに至って1I;ります。

森林や公|蝋|の緑や街路樹等は私達の生活に淵いと安

らぎを'j･えてくれる他、国土の保全大気の浄化、災

'1ifの拡大防l上等に大いに役立って居り、緑のlljﾉkは今

jfllt界共通の課題となって居ります。そしてみどりの

1 lとみどりの週間は豊かな自然に親しむとともに、そ

の恩恵に感I謝し畷かな心をはぐくむことを願って1 !;llt

の祝I 1として定められたのです。潤いと安らぎのある

llilづくり、街づくりに向けて枝概的に参加したいもの

であります。
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1 はじめに

米'1外l 1il人による犯罪は、 10年前に比べて約8倍も

噌力IIするなど怠墹し続けており、その内容も殺人、強

盗はもとより、紳l普服店を対象に侵入して商品を人{It

に窃取する'|ﾄ件やハチンコのプリペードカードを偽造

する‘岬|:、その他党せい尚'l等薬物の密売事件等IXI悪か

つ多111典にl lっております。

岐近、災|､il密航'If件がｲM次いで発ﾉkし、マスコミで

も大きく取り｜げられておりますが、アジア経済のｲ<

況により、今後も我がI Iilへの常人|卦昔は塒IⅡするおそ

れがあり、 これに比例して犯罪も墹加してくるおそれ

があります。

流安は、 ･ l l.悪化しますとこれを是11ﾐするには、幾

II1級数的なエネルギーを要すると『すわれておりますが、

米'1外l l;l人犯Ji!は、今、対応を間違えますとそうした

状況を葱起する愛1人|のつとなりうる可能性を秘めて

おりますこのため．弊察では、来日外脹1人犯罪を

､111iliの砿喫な論安課題の ．つとしてとらえ、今、 ll;

に組織をkげてこの問題に取り組んでいるところで

あります

2検挙状況

1<l l外IKI人による刑法犯の検挙件数の推移を兇てみ

へ

一第134回ゴルフ会成績
藤岡CC 'l/13 (火）

NAME OUT IN G llcl)Nl!31、

小坂jl:臨雄 52 49 101 22 79

1 l il l l i,;k 40 43 83 9 74

鈴水 1liﾘ) 53 50 103 22 81

佐久間良治 44 52 96 15 81

（参加荷 51'i)

次ILIIハンディ変更 小坂｝|:イド18･ 1 II I I Iｲﾄ8
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嗣次回例会（5月18日）
講演iGJリーグと名古屋グランパスエイトの課題”

格!!『隈グランパスエイト

専務取締役小向好雄氏

（紹介水野(宏)ｲｷ）
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