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2015年09月02日（水）

（第2639回）

2015年09月09日（水）

（第2640回）

前回例会（2638回）8/26の主な内容

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー2660地区

ガバナー 立野 純三 様

担当：会長･幹事

1、ゴッドファーザー 2、パリのめぐりあい 3、イエスタディ

本日のピアノ演奏

7

例会日 出席 欠席 出席率

08月26日

08月05日

30

28

（内免除者
2名）

（内免除者
2名）

12 81.08%【会員38名】

メークアップ3名 （73.68％）

基本的教育と識字率向上月間

◎ 幹事報告（幹事 廣瀬 彰久）

1、ご逝去されました横尾会員のご

自宅にお悔やみに3役で行って参

りました。

2、9月2日ＲＡＣとの合同例会と

例会時間変更のお知らせ。

開始時間は18：30～

3、9月9日（水）ガバナー公式訪問です。

ご出席宜しくお願いいたします。

4、12月5日（土）地区大会のご案内と申込み書を

配布しておりますので9月16日迄にお願します。

5、9月9日に理事会を予定しておりましたが、

9月2日17：30～から開催致します。

「 活 動 報 告 」

守口ローターアクトクラブ

会長 西川 雄紀 様

担当：青少年･ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ委員会

◎ゲストご紹介
国際ロータリー2660地区 Ｉ.Ｍ第3組ガバナー補佐

岩本 静江様 （大東中央ＲＣ）
大阪府守口警察署

署 長 佐藤 信次 様
生活安全課長 高岸 勤 様

◎横尾 定美会員ご逝去（享年94歳）
去る8月17日ご逝去されました。
故人を偲びまして哀悼の意を表し

黙祷を捧げたいと思います。
【黙 祷】

1980年9月3日入会・・・在籍35年
1990年～1991年 会長
1995年～1996年 地区大会会長
2011年創立50周年実行委員長

故 横尾 定美 会員



◎会長の時間 卓 話（ 会長 川村 弘和 ）

石井 会員 長く続いた猛暑から、暫く朝晩丈でも解放
されて。

博多 会員 途中退席して留置場に行って来ます。

川村 会員
大野 会員 岩本Ｇ補佐、本日はお越し頂き、
廣瀬 会員 有難うございます。

08／26 ニコニコBOX 197,000円

(～本文は、次ページに掲載～)

「守口署管内の犯罪発生状況」
～防犯カメラの効能～

大阪府守口警察署
署長 佐藤 信次様

(～本文は、次ページに掲載～)

◇◇◇委員会報告◇◇◇

○社会奉仕委員会 （岡本委員長）

子ども議会ご出席のお礼

○クラブ研修委員会 (佐治委員長)

来月よりロータリーのあれこれを

パスト会長にお話ししていただきます。

○会員増強委員会 （石山委員長）

先週のフォーラムのアンケート

回答の報告

◇◇◇第2回クラブ協議会だより◇◇◇

岩本ガバナー補佐ご出席

日時：8月26日（水）13：40～

場所：「事務局」出席：25名

議題：2015~16年度事業進捗状況

守口こども議会
8月22日（土）

クラブ協議会



◎会長の時間 卓 話

（ 会長 川村 弘和 ）

本日は、岩本ガバナー補佐がお見えです。
大変お忙しいところありがとうございます。

今日は、２０１０年の映画「ブルー・ゴール
ド」「狙われた水の真実」のお話をさせていた
だきます。

蛇口をひねればいつでも衛生的な水が飲める
日本では、世界が深刻な水不足に直面している
という実感はないでしょう。

21世紀は「水戦争」が起きるといわれていま
す。水源の確保で争いが起こるのです。最近中
国人が北海道や富士山のすそ野の土地を買い占
めているとゆうテレビの特集がありましたが、
日本の衛生的な水を確保するためなのでありま
す。

国際ロータリーも「水と衛生」は永遠のテー
マに取り上げています。

アジア、アフリカの３１ケ国が水不足、2025
年には48ｹ国が水不足にいたると言われています。
衛生的な水を飲めているのは地球上で人口63億
人の内5億人しかいないのです。

いまや地球規模で水危機が着実に迫りつつあ
ります。「ブルー・ゴールド」はそんな水危機
を描き、このままでは地球上に存在する全ての
生命体が絶滅しかねないと警鐘(ｹｲｼｮｳ)を鳴らす
ドキュメンタリー作品です。見られた方もおら
れるとおもいます。

「ブルー・ゴールド」は全ての生命にとって
必要な共有財産であるべき水の私有化とほかに
飲み水がない地域でペットボトル水で多大な利
益をあげる国際的な清涼飲料水メーカーを鋭く
告発しています。

一方、米国のブッシュ前大統領の一族が地下
水層に目をつけ、ひそかに土地を買占めている
シーンもある。

地下水の私物化と過剰な汲み上げ、環境破壊
が世界中で深刻さを増している現実をつたえて
います。「森は海の恋人、結ぶのは河川」とい
われ環境破壊は大きな影響があります。また、
「地下水は、社会のもの、万人のもの」という
ことわざがあります。土地所有者から切り離せ
とも云われています。

サム・ホッゾ監督は、「地球温暖化は人類が
どうやって生きるかの問題だが、水危機は、生
きられるかどうかの問題なのだ」と語っておら
れます。

「守口署管内の犯罪発生状況」
～防犯カメラの効能～

大阪府守口警察署
署長 佐藤 信次 様

刑法犯認知件数
本年6月末までの全国の刑法犯認知件数は53万9,009件

で、昨年の同時期（－5万2,117件）―8.8％です。
平成15年以降、13年連続の減少で、このペースで推移す
れば、戦後最小であった昭和48年の119万件を下回る可能
性があります。

特徴としては、統計を取り始めた平成元年以降、はじ
めて65歳以上の摘発人数（2万3,656人）が14歳から19歳
(1万9,670人)を上回り、犯罪現場にも少子高齢化が反映
されている実態が浮き彫りになっています。

大阪は、というと6万5,369件（－8,459件）－11.5％で、
全国と比べ、更に犯罪が減少しています。
又、守口市については、1,258件（－178件）－12.4％

と大阪府下と比較しても、更に犯罪が減少しています。

街頭犯罪認知件数
次に街頭犯罪の認知件数です。
街頭犯罪というのは、
1、ひったくり 2、路上強盗 3、オートバイ盗
4、車上狙い 5、部品ねらい 6、自動車盗
7、自転車盗の7罪種と、「強制わいせつ」など

住民が身近に感じ、体感治安に大きく影響する犯罪のこ
とです。

大阪府下の6月末までの発生件数は3万0,292件
（－6,323件）－17.1％です。
守口市はどうかといいますと、6月末現在で609件

（－126件）－20.6％でパーセントいえば、大阪府下より
もさらに減少させています。

防犯カメラの効果
犯罪の発生状況について説明しましたが、確実に犯罪

は減少しています。犯罪が減少した一つの大きな要因と
して、防犯カメラ普及があります。

防犯カメラの効果として、大きく3つの効果があります。
1、犯罪の抑止効果
2、住民等の安心感を醸成する効果
3、住民等が不安に感じる犯罪を早期に解決して被害拡大
を防止する効果などですが、防犯カメラの映像を活用
し、犯人を捕まえることが重要です。

逮捕することにより、
犯罪者は防犯カメラが設置された場所で犯罪を行えば

確実に逮捕される。
⇒犯罪を思いとどまる。

住民は防犯カメラの設置されているところでは、犯罪は
起こらない。
⇒安心感が生まれる。

などが相乗効果としてあらわれますが、前提は防犯カメ
ラにより犯人を逮捕していくことです。
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