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名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24目

例会日 火曜日12：30’
例会場 愛知厚生年金会館
事務局 TEL763-5110MX763-5121

会長 黒野貞夫
幹事 山,本眞輔
会報委員長秋山茂則’

題字黒野貞夫

行動に信念を信念は行動に
RFIIEVEINWHATYOUDO DOWHAT

1993～94年腱

No. 22 YOU
RI会長
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口バーi､ 。R･バー入

第552回例会平成5年12月14（火） 扉

◇”我等の生業”

◇出席報告

会貝 65名 出席 52名
出勝率 80.00％

前回 12月7日（修正出職率) 100%

◇お誕生日祝福

木全君(12/7)、吉H](敬)君(12/10)、深見君(12

/16)、上野君(12/16)、上野夫人(12/16)、黒

鎮夫人(12/25)、吉田（節）夫人(1/l)、菊池

ZI(1/2)、杉山君(1/2)、石I11夫人(1/4)、木全

夫人(1/5)、塩洋君(1/7)、 111本君(1/8)、河村

夫人(1/9)、西村君(1/10)、西野君(1/10)
◇ニコボックス

今西功一君名古屋拘櫛所、千種警察署の
方をお迎えして。

三好親君先日のゴルフ優勝しました。あ

りがとうございます。

西村禎二君名古屋拘股所、千種縛察署の

方をお迎えして。誕生日祝い。

竹内眞三君 11月ゴルフ会でカミさんが優

勝しました。いよいよ今年もおし迫りました。
木全昭二君、上野保君誕生日祝い。夫
人誕生日祝い。

深見章君、菊池昭元君誕生日祝い。結

蛎記念日祝い。

西野英樹君、塩澤君夫君、杉山貞男君、

山本眞輔君、吉田敬岳君誕生日祝い。
石田耕嗣君、河村政孝君、黒須一夫君、

吉田節美君夫人誕生日祝い。
小林明君、今枝秀夫君結婚記念日祝い。

雨／晴
へ

会員大谷君より学校法人桜花学園ﾎﾘ立90ルリ

年記念第27回(12/23(木)17時より厚生年金会

館にて)定期演奏会のご案内状と第30回(1/5(水）

1811¥30分より名古屋市芸術創造センターにて）

定期斌奏会のご招待状をいただいております

ので、ご希望の方はお帰りにお持ち下さい。

◇愛知厚生年金会館、社会保険サービス㈱へ
謝礼贈呈

◇名古屋拘置所優秀法務事務官、千種警察署優
秀警察官表彰

斑状及び記念品（黒野君作の色紙）贈呈

一

･名古屋拘置所

◇山本幹事報告

1．本日例会終了後、理事役員会を開催いた

しますので、理事役員の方は2F楠の間にお

染まり下さい。

2次回例会は今年最後の例会で、年末会員．
家族懇親会を午後6時よりl胤催いたしますの

で、昼間の例会はございません。

3．会員佐久ilil君より来年のカレンダーを

千種警察署

以_'二敬称略
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本年度会長テーマ ､､更なる飛翔'′ 本紙ｲｫ1I｝'|級寿仙llIL-ごオjりま寸一

役職名

医療保険係長

人事係長

矯正処遇官

氏名

勤嶋敬次

奥井正昭

片lll隆

官職

副看守長

副看守長

滑守部長

所属部署

刑耶第二課

地域課

防犯

氏名

丹羽亟一

飯1m昌弘

岡村秀征

官職

懸部補

警部補

巡査部長



◇黒野会長挨拶

「ロシア新恵法を採択」と大きな見出しが

（昨[1の中日新聞夕刊）で新懲法の行方はい

かにと注目を集めておりました。そうしたロ

シアでは銀行に行ってお金の出し入れをする

のにも謹衛をつけていかないと身の危険を感

ずると報じておりました。

去る2日、 l.!｣本絆ﾘﾄ・魚津社会奉仕委員長と

恒例の千種警察署の年末警戒慰問に行って参

りました。その折に驚備・治安状況に関して

は、 ’二1本は世界一、安心して聯すことが出来

るとお聞きしました。それも縛察署の方々が

日夜警伽の任に当っておってドさるからです。

日本では犯罪証拠がないと起訴も何も出来

ないのですが、それでも10万人に対して38人

だそうです。ところがイギリス ドイツでは

約3僻の120人アメリカは、なんと日本の15倍

近くの600人に達しているということで、ルl1if

所づくり等でまたまた大変だということです。

本日は、平素のご苦労に対して当千種ロー

タリークラブとして表彰、記念品をおIIWりす

ることにしまして、名古屋拘悩所から副看守

長遡'鳴敬次氏、片山隆氏、 （奥井正昭氏欠席）

千種警察署からは刑事第2課警部補丹羽亜一

氏、飯Iﾛ昌弘氏、岡村秀征氏においでいただ

きました。平素の献身的ご努力ご勤務に対し

心より表する次第です。

このあと例会卓話として「刑務官生活25年」

と鼬して豊嶋敬次氏に、つづいて「暴力団悩

勢について」と丹羽函一氏にお話をしていた

だくことにしています。ご淌聴くださいます

ようよろしくお願いいたします。

なお、 12月7日山本幹事、魚津社会奉仕委

員長が「年末激励慰181」に干睡消防署を訪l8l

しました。消防行政に対しての理解と支援に

礼状が届いておりましたので申し添えておき

ます。

このたび、皆様からこの様な席にお招きい

ただいた上、表彰まで賜り身にあまる光栄と

私達3名を代表して厚く御礼申しあげます。

私達3名は、現在、名古屋拘侭所に勤務す

る者でありますが、私と奥井君は25年、片山

君は20年と無事勤務に糀励出来たことは、家

族だけでなく、日ごろから皆様方の御支援が

あったからこそと感謝いたしております。

私達が勤務する名古屋拘置所は、愛知県尾

張地方で刑事事件を犯し又は犯した疑いのあ

る者を400名程収容しておりますが、私達は、

収容している者が逃亡しないよう、また、証

拠の隠滅を図ることのないよう着祝し、刑耶

裁判が円滑に推移するよう日夜努力いたして

おります。この様に私達Nll務官の職務は、刑

事事件の被疑者や被告人を看視する一方刑が

決まってﾙl1務所に入っている、いわゆる受刑

者を善導教育し、社会に更生復帰させるとい

う職務もございます。

名古屋拘置所においては、主として前者に

係わる職務を行っております。

私事で恐縮ですが、私は、昭和43年4月西

加茂郡三好町の今は高層マンションに囲まれ

ている名,lf屋刑務所に拝命しました。

名古臘刑務所は、私達の職場ではB級と言

って、刑務所を出たり入ったりする施設経験

のある者ばかり収容しており、当時1500名ぐ

らい居て、その内約50％ぐらいが暴力団関係

者が占めている状態でありました。

私は、拝命して間もなく、当時中区老松町

のバスの車庫の南側にあった研修所に3か月

入所しました。

研修生活が終わりに近づいてくると、私は

自分より年上で、その上悪にたけた収容者ば

かりの!|'で人を矯正するということが本当に

できるのか不安になり、ついに、円形脱毛症

になってしまいました。初めは直径2cm位で

したが、徐々に広がって行き、ついには頭髪

全部が抜けてしまい、アメリカの俳優のユル・

ブリンナーの様につるつるになってしまった

のです。今なら、スキン・ヘッドといって一

部で流行しているので、ああ変わり者がいる

なあ、 ぐらいで片付いていたと思いますが、

当時まだ20才台であった私は、本当に恥ずか

しさで身の縮む思いでありましたが、 6カ月

ぐらいで薬効があったのか、開き世ったとい

うか、づうづうし<なったのか、私も判然と

しませんが今の様に頭髪が生えそろい一安心

いたしました。

その後、私は健康に忠まれ名古屋刑務所で

4年間夜勤をして、名古屋矯正管区というと

ころへ併任として10年間勤務した後、昭和57

年に名古屋拘置所へI賑勤となり、出廷係長と

して毎日城判所へ身柄を連行し、裁判を受け

へ

一

◇講演

“刑務官生活25年”

名古屋拘證所医擁保健係長刑看守長
豊嶋敬次氏
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ですが、この仕事を永年続けている私達は、

そのこつがあるというかヤクザはヤクザなり

に扱いやすいと思ってやっております。

暴力団は、検挙された当初は、自分の犯行

を認めるどころか届け出をした被害者を憎ん

だり、担当の刑事に食い付いててこずらせて

いるが勾留が進むにつれて、自己の犯行を認

め被害者の方には「もうお礼参りは、 しませ

ん。警察の人から謝ってください」と言った

り、警察署から移監されていくときには、頭

を下げて行くのが大部分の被疑者です。

暴力団に脅かされて、夜も眠られない仕事

も手につかないと言っていた被害者に感謝さ

れるのも刑事みょうりにつきますが、警察署

から移監され被疑者に「世話になりました。

もうやりません。」と声を掛けられたりする

と暴力団員と言えども人間だなと思うと同時

に正業に就くことを願いつつ刑事としての喜

びを感じるところでもあります。

させる係をして、身柄の確保に注意しながら

勤務をさせて戴き、その後、医療保健係長と

内部異動があり、現在に至っております。

このたび、恐れ多くも表彰の栄に浴したこ

とは勿体なく信じ難い気持ちで御座居ます。

同じ仕事に励む仲間達を私達3名が代表し

ていただいたつもりで、今後とも仕事に迩進

する所存で御座居ますので倍旧の御指導・御

援助のほどお願い申し上げます。

とりとめのない話で恐縮でありますが、お

礼の御挨拶とかえさせていただきます。

本日は、本当に有難う御座居ました。

“暴力団情勢について”

千種警察署刑事第二課警部補
丹羽重一氏
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受賞者を代表し、一・言御礼の言葉を述べさ

せて頂きます。日頃皆様には、我々警察活動

に御協力、御支援を頂きまして誠にありがと

うございます。

又、本日は、栄誉ある賞を頂きこれ以上の

喜びはありません。

私自身、警察官を拝命して25年になり、そ

の内の暴力団担当捜査員として'0年余りを経

過し、現在当署の刑事第二課暴力団担当係長

として、暴力団の壊滅を目指し、暴力団の検

挙等その取締に従事しております。

私は、当署の暴力団専従捜査員7名の先頭

に立って、暴力団員の検挙、けん銃の押収等

の取締、それに、地域の方との連携により暴

力団事務所の撤去等、暴力団排除活動に取組

み又、住居から寄せられる各種暴力団にまつ

わる相談の窓口にもなっております。

特に本年4月から、県下で始めて、組事務

所が集中するこの今池地区が「暴力団追放モ

デル地区』に指定され、地区の皆様の御協力

を願って暴力団の排除活動を行っているとこ

ろであります。

＝里

さて、暴力団は現在全国で

構成員約9,100人

県下では、 210団体約3,300人

そのうち山口組173団体約2,600人

稲川会13団体 約110人

その他稲葉地一家的屋25団体約560人

これを見ますと、暴力団の80パーセント以上

が山口組系の暴力団で占められております。

当署、千種警察署管内におきましては、

山口組系12団体

稲川会系5団体

計17団体約200人の樅成員

で当署管内でも山口組系が70パーセント以上

を占めております。

又、今池地区には、この内、 10団体の組事

務所が点在している状況であります。

警察で把握している組員がこれだけですか

ら、まだ把握していないもの、いわゆる準描

成員、周辺者を含めますと皆さんの周辺には

本当に多くの暴力団関係者がいると思われま

す。

暴力団は、隙あらば人の弱みに付け込んで

金員等の要求をしたり、何等かの名目をつけ

て企業を恐喝したり、ショバ代みかじめ料を

要求する等が彼等の仕事であり、それら暴力

団の資金源活動を封じ込むため、ご承知の通

り昨年3月に新しく暴対法が施行させたので

あります。

この法律により、暴力団の動きを確実に押

さえ込む成果を上げております。

しかしその反面、組員の潜在化も進み、検

挙がなかなか難しくなっている状況です。

今後も、あらゆる困難を克服し、徹底した

暴力団の取締と共に、地域から1人でも多くの

一

私共が現在従事している暴力団担当係は、

我々警察部内でも、多種多様で複雑な耶案が

多いことから捜査員になるのを敬遠されがち
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す

暴力団を排除し、県民の信頼と期待に応える

警察官として職務に精励する覚悟であります。
一一一ヘーー第94回ゴルフ会成績一ﾏｰ一一~←

（中京G.C.12/8(水))

RANKNAMEOUT ING Hcp Net

優勝三好親41 40 81 12 69

2位小林明 42 47 89 19 70

3位松居敬二41 38 79 9 70

B B上野保 44 49 93 10 83

次回ハンディ 三好君7小林君 16

松居君8

（参加者20名）

どうか今後ともご理解とご協力を頂きます

ようよろしくお願いいたします。

本日は、誠にありがとうございました。

◇他クラブ訪問報告
釜谷健一君

先月北RCを訪問させて頂きましたのでご

報告いたします。

例会場は東急ホテル、例会日金曜日、会

員111名と大変人数の多いクラブです。

私の会社から近いので時々メークに行って

おります。

その日は12時30分ぎりぎりに参りましたの

で、入口付近の席はもう一杯で、一番前のお

誕生日の方用の席に座りました。北RCでは

本人の誕生日の方は白いバラ、ご夫人の誕生

日の方は赤いバラをつけていらっしやっいま

した。誕生日の方のテーブルだけで2つもあ

り多いなぁとつくづく思いました。

テーブルの上には“お誕生日おめでとうご

ざいます”とか“私語を慎しみましょう”と

か標語がございまして、印象に残りました。

又、ビジター紹介の間に食事が配られ、何

のかけ声もなく淡々と食事を始められていま

した。

以上簡単ですが他クラブ訪問報告とさせて

頂きます。

◇12月度理事役員会議題

1．新入会員候補者承認の件。

2． 2月1日(火)節分例会の件。

3． 2月21日（月)5RC合同例会の件。

（昭和RC ホスト）

4．国際奉仕「ロータリー友情交換プログラ

ム」の件。

5．次年度1Mの件。

運営基本方針・基本計画の件承認。

6． 12/14～1／25海外出張の為、ホームク

ラブ長期欠席

会員池田隆君

＝

他クラブ訪問報告一覧表（上半期）

訪問先RC例会日 ’ 会員名

京都RC

サンモリッツRC

栄RC

コナRC

名北RC

尾張旭RC

日本橋東RC

浜松RC

北RC

保

秀

龍

明

夫

男

隆

三

夫

則

彰

一

7月13日

7月20日

8月17日

8月31日

9月7日

9月14日

9月28日

12月7日

12月14B

長

今

鷺

池

竹

波

石

松

釜

門

枝

谷

田

内

辺

黒

島

谷

◇RIニュースより

問：

私たちの地域で著名な人が既に私たちのクラ

ブで名誉会員になっています。この人を正会

員に推薦できますか？
錘．
自・

同一のクラブで正会員身分と名誉会員身分を

同時に保持することは、RI細則第3条第6

節、標準ロータリー・クラブ第5条第7節の

下に禁じられています。この人が正会員にな

りたいと思っているなら、名誉会員を辞退し
てから、正会員に選挙されることができます。

へ

真

辰

正

孝

腱

◇例会変更のお知らせ

名古屋空港RC 1/10(月)夜間例会の為、 18

時より

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付は致しません。 ）

1月3日（月） 名古屋空港RC

1月5日(水） 名古屋名北RC

◇次回例会（12月21日）

年末会員・家族懇親会

（厚生年金会館にて18時より）

◇次々回例会（1月11日）

新年例会（立食）
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