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2018年 8月 23日

青少年交換派遣生の件
	 対象は高校生
	 1. 短期は１２月２１日から８日間
	 2. 長期は来年８月から１０ヶ月間
	 3. 申し込みの締め切りが９月１０日
希望する方がいたら事務局まで申し込みお願いします。

裁判所見学のお知らせ
プログラム委員会　吉岡　隆久委員

９月２０日の第３例会で裁判所見学についてのお知らせ
第３例会で水戸の裁判所に行きます。ホテルグランド東雲第３
駐車場に集合、12時１５分出発、水戸の本庁の中を見学します。
裁判所の協力をいただき、裁判所の方からの説明と映像の視聴、
空いている法廷の見学、裁判があれば裁判を傍聴する予定ですが、
見られる裁判がない場合は、裁判員裁判の講義を受けます。もし
裁判員になってしまったら、というところを講義の中で知ってい
ただければと思います。
夕方からはホテルグランド東雲にて、懇親会を行うこととなって
います。もちろん懇親会からの参加でもいいので、皆様、参加よ
ろしくお願いいたします。
参加申し込みは８月３１日となります。
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招待卓話
つくば中央警察署　
生活安全課　警部　斉藤宗男様
　本日はつくば中央署管轄の犯罪情勢についてお話
しします。
　つくば中央警察署管轄の１１０番の件数ですが、
年間１万８千件あります。その中の６千件は地理案
内などの問い合わせや、いたずら電話、電話番号サー
ビスの問い合わせなんかもあります。残る１万２千
件は本当の事故、犯罪によるものです。特につくば
市内は非常に事故が多い、特に右側車線の事故と自
転車事故が非常に多いです。これら事故の１１０番
が５０％、３０％は事件になります。
　最近はパトカーのサイレンを多く聞く様になったかと思いますが、それは人身安全対策課が作られ、痴話喧嘩などから発展する犯
罪を取り締まっています。つくばでも現時点で１８件の事件がありました。痴話喧嘩から暴力を振るうと暴行罪で捕まります。普
段は身内が多いので、被害届の取り下げになりますが、取り下げにならないと罰金１０万円から３０万円になります。
　そして、つくば中央署管内で非常に多く発生している事件は自動車盗難です。全国で一番盗難の多い市となっています。茨城県
でおよそ７００台、つくば市で１４８台、８月２２日調べ、なぜこんなに多いかというと環境のせいです。特にアパートが非常に
多いので、盗みやすくなっているのと、高速道路ができて非常に便利になった事です。犯罪の場所はどこが多いかと言うとみどり
の地区、梅園から赤塚にかけての地区、東新井が非常に多く、そして今年の５月から６月にかけて犯行手口が変わってきています。
防ぐ方法はありません、技術者が盗むので、鍵を閉めていようが、イモビライザーがついていようが関係ありません。盗まれる車
種はレクサス・ランドクルーザー・カローラフィールダなどのハイブリットカーが６月から増えています。これらの車を保有して
いる方は気を付けてください。入口が塞がらない砂利の駐車場、道路に面した駐車場を持っている所は、狙われやすくなっています。
予防するには、入口に鎖でいいので、閉められる様にしてください。盗難に時間がかかるのが嫌われるので、盗難するのが面倒だ
と思わせることが非常に重要です。そしてハンドルロックがあると良いです。
　続いて、注意して欲しいのがニセ電話、オレオレ詐欺と架空請求詐欺です。つくば市を通して、注意を促す情報の冊子をつくば
市全世帯に配布しています。おじいちゃん、おばあちゃんにも見てもらう様伝えてください。やり口の中で最終通告書といったハ

ガキが届く事がありますが、無視してくださ
い。もし記載している電話番号にかける場合
は、連絡先として警察署の住所と電話番号を
教えてあげてください。自ら個人情報を晒さ
ない様にしてください。
この電話は年齢関係なしに連絡がくるので、
おこさまなどにも無視する様注意を促してく
ださい。
また、キャッシュカードのことで確認するよ
うな警察はいませんので、騙されないように、
身近な方に伝えてください。
さまざまな手口の犯罪が増えています。皆様
十分に気をつけてください。
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ニコニコボックス
村上　義孝　会員　いばらき福祉キャンプ、ロータリークラブ
からの協賛金ありがとうございました。開会式には大里会長、
中野幹事、北島青少年奉仕委員長にお越しいただきました。あ
りがとうございました。

高田　稔美会員　卓話ありがとうございました。私も４tダンプ
とユンボを盗まれたことがありますので、これからも気をつけ
たいと思います。

中田　勝也　会員　夏に向けてダイエットしてましたが、もは
や夏が過ぎ去ります。来年に向けて再スタートしようと思いま
す。

高野　勝憲　会員　先月になりますが、ベストランドコンペご
参加頂いた方々、お暑い中有難うございました。次回はお寒い
時期かもしれませんが、皆様引き続きよろしくお願いします。

林　康夫　　会員　今週の月曜で５５才となりました。イケイ
ケゴーゴーの精神で「つくばマラソン」に向け少しずつトレー
ニングしております。

猪瀬　博　　会員　磯山さん、木村さん、伊藤さん、この前は楽
しい飲み会ありがとうございました。
大里　喜彦　会員　先日、弊社イベントにてクラブ所有のテント
お借りしました。お陰様で無事イベント終了し、猛暑の中、日陰
ができて熱中症にならずにすみました。ありがとうございまし
た。

海堀　敏光　会員　久々の参加となり、申し訳ございません。皆
様、お元気でしたでしょうか。私はいつも元気です。

齊藤　修一　会員　つくば中央署の斉藤様、本日はお忙しいとこ
ろ卓話にお越し頂きまして有難うございました。先日青少年相談
員の総会で講師として来ていた斉藤様と久しぶりにお会いして
今回の卓話となりました。思えば３０数年前、当日は筑波第一ホ
テルと言っていましたが、現在例会をしているこの部屋での斉藤
様の結婚式を思い出します。美人の奥さんは今もお綺麗でしょう
か？
お互い随分歳をとりましたが、これからもお体お気を付けてお過
ごしください。



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０〜１３：３０
例会場：オークラフロンティアホテルつくば
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ − １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開	 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開	 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 ３．好意と友情を深めるか
 ４．みんなのためになるかどうか

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

88 61 27 3 2 1 72.09

プログラム予告
08月 30日	 12：30　〜　13：30	 例会	 2017-2018 年度　決算・監査報告　2018-2019 年度　予算（案）について
09月 06日	 11：00　〜　12：00　第３回理事会　2018-2019 年度役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長
	 	 12：30　〜　13：30	 例会	 会長挨拶　新入会員卓話　会員奥様誕生・結婚記念祝い、８月ニコニコ大賞
09月 13日	 12：30　〜　13：30	 例会	 新入会員卓話
08月 20日	 14：00　〜　16：30	 移動例会		 裁判所見学および懇親会
	 	 12：00	東雲集合	14:00 冒頭説明、案内DVD視聴、法廷見学、刑事裁判傍聴	18：00	懇親会　20：00	解散
09月 27日	 12：30　〜　13：30	 移動例会　招待卓話「茨城いのちの電話の概要と現状について」　
	 	 	 	 	 	 	 茨城いのちの電話事務局長　多田博子氏　会場　グランド東雲
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