
 

  

 

 

■ 田中 徹夫会員 お誕生祝い 

■ 関根 隆光会員    〃 

■ 阿津澤 清会員    〃 

■ 萩原 満久会員    〃 

■ 田中 徹夫会員 ご結婚記念 

■ 加藤 和正会員   〃 

■ 萩原 満久会員   〃 

■ 西村寿美子事務局   〃 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

埼玉県岩槻警察署 署 長  鈴木 泰弘様 

   〃     刑務補  久保田智弘様 

 

 

皆様こんにちは。この頃では少しずつ暖か

くなって来ました。今日は埼玉県岩槻警察署

長 埼玉県警視 鈴木泰弘様、刑務課 久保

田ともひろ様、大変忙しい中、又、御公務中

にもかかわらず私達のクラブにお越し下さい

まして、誠に有難うございます。後程宜しく

お願い申し上げます。 

さて、先週は杉田政男副会長、卓話ご苦労様でした。早速、呼吸法を始

めたいと思います。 

先週大変うれしいニュースが入ってきました。宇宙航空研究開発機構

(JAXA)は22日、小惑星探査機（はやぶさ2）が、地球から約３・4億キロ離

れた小惑星（リュウグウ）への着陸に成功したと発表されました。太陽系

が生まれた４６億年前の状態が残っていると考えられているようです。

2005年に小惑星「イトカワ」へ着陸した、先代（はやぶさ）につぐ2機目、

本当にうれしく思い、今後どのような発表があるか楽しみになりました。 

そして、今日はＮＨＫで太河ドラマ（いだてん）が放送されておりま

す。私は途中から見初めましたが、金栗四三（かなくりしそう）様の出身

地は、今の熊本県和水町（なごみまち）で、地元では築200年の生家は補

修され、駐車場とトイレが新設されたようで、（金栗四三生誕の地）（太

河ドラマ主人公）と書かれたのぼりが町内にたなびいているようです。

1912年（明治45年）ストックホルムオリンピックに出場し、レース途中で

日射病により意識を失って倒れ、近くの農家で介抱され、目が覚めたのは

翌日の朝で、レースを締めざるを得ない、そのまま帰国したようでありま

す。当時は日本からスウェ－デンへ船とシベリヤ鉄道で20日もかかり、大

きな負担になったようであります。それ以外にも様々な要因があったよう

であります。現地では（消えた日本人選手）と報じられたようでありま

す。10歳に成った金栗少年は小学校進学をきっかけに、自宅から学校まで

の山坂を超える往復１2ｋｍの通学路を、近所の生徒たちと毎日走って行

き戻りする（かけ足登校〉を始めたことで、マラソンの基礎を築いたよう

です。現在私達が知っている東京箱根往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の開

催には尽力を尽くされた様であります。 

今日は卓話がありますのでこの辺で終わります。 

 

 

 
 

本日の例会 
第1838例会 3月5日(火) 

３月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 

第31例会 2019年3月5日発行 

お客様紹介 

小宮年度(2018～2019) 

岩槻東ロータリークラブ週報 

 
   

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第31例会 2月26日(火)1837号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 卓話 埼玉県岩槻警察署 
 署長 鈴木泰弘様 
担 当 出席奨励委員会 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
担   当 青少年奉仕委員会 
 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

結婚誕生祝 親睦活動委員会 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶 小宮 勇会長 

幹 事 報 告 宮本和寿幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ 会員卓話 中里仁理事 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 丹野寿明例会委員長 
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3. 同じく両グループガバナー補佐より、「ポリオ撲滅

チャリティゴルフコンペ」の案内が届きました。 

・開催日  2019年4月19日(金)  

・場 所  東松苑ゴルフクラブ 栃木県足利市 

      駒場町 

・詳細は奥津雅史副幹事に依頼 

4. 地区よりRLIパートⅢの懇親会の案内が追加で届き

ました。奥津雅史会員宜しくお願いします。 

5. ロータリー日本財団より、丹野寿明会員に寄付の領

収書が届きました。  

 

 
 

◆藤田恵子国際奉仕委員長 

 国際奉仕委員会より、明日

国際奉仕の委員会を「なべ

や」にて、開催致しますの

で、ご出席を宜しくお願い致

します。  

 
 

◆阿津澤清会員増強委員会理事 

 今週の土曜日に「第2回1000

日会員の集い」が、3月2日

(土)PM6:00より、パレスホテ

ル大宮 3Fチェリールームに

て行われます。出席予定者は

加藤哲男会員、藤田恵子会

員、飛田美佐子会員です。宜しくお願い致します。  
 

 

 

◆卓話者紹介 斎藤公司出席奨励委員長 

鈴木 泰弘様  

昭和34年2月 川越市生まれ 現在60歳 

昭和56年4月 埼玉県巡査を拝命される 

昭和56年9月 熊谷警察署を振出しに15か所に所属で 

 

勤務後 

昭和30年3月 岩槻警察署長 第93代目を拝命 
 

 私は、常日頃から「警察友

の会」などにて、大変お世話

になっております。本日は、

大変ご多忙の中、久保田智弘

様、お二方のご来訪を賜りま

した。 

それでは、鈴木様卓話を宜しくお願い致します。時間

が有りましたら、質問の時間を設けさせて頂きたいと

思います。そして、レターケースに「岩槻蓮田地区警

察官友の会趣意書」入れさせていただいております。

ご賛同頂ける方は年会費を添えて事務局へお願い致し

ます。(年会費は法人会員 2万円、個人会員が1万円

となっております。) 

 

◆卓話 岩槻警察署署長 鈴木泰弘様 

 皆さんこんにち

は。本日は、例会

にお招き頂きまし

て有難うございま

した。私は川越市

に生まれ、両親と

も同じ場所で育ち

ましたので、子供

の頃は田舎があって、出掛ける友達を羨ましく思った

事もありました。私共の世代では、「西武警察」や

「太陽にほえろ」などの刑事ものの映画やテレビが多

くその影響もあって警察官になりたいと思うようにな

りました。しかし漠然と白バイに乗りたいから…と

いった様な軽い気持ちからでした。そして昭和56年に

熊谷警察を皮切りに15か所の警察署に勤務いたして参

りました。警察官は巡査から始まり、巡査部長などを

経験し、昭和30年3月に岩槻警察署の署長として拝命

を受けました。 
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本日のテーマ 外部卓話  

 

 
 

 

 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

会   場 蓮田 魚庄 

例会テーマ 3-RC合同例会  

 岩槻・蓮田・岩槻東RC 

担   当 会長・幹事 

次回例会案内 
第1839例会 3月14日(水) 

 
 

1. 第3グループ熊木広光ガバナー補佐と我がクラ

ブ第4グループ菊池和彦ガバナー補佐並びに両

グループIM実行委員長より、先日のインター

シティミーティングのお礼状が届きました。 

回覧します。 

2. 同じく両グループガバナー補佐より、ＩＭ実

行委員慰労会(反省会)の案内が届きました。 

加藤和正ガバナー補佐幹事、山形照之ＩＭ実行委員長、丹野寿明ＩＭ

実行委員 出席をお願いします。 

幹事報告 奥津雅史副幹事 

委員会報告  
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  三峰神社の近くに赴任も致しまして、三峰山のお蔭

か子供に恵まれなかったのですが、女の子に恵まれま

した。又、移動の事も警察官の会計課にも移動しまし

た。会計は私には余り向いていない部署でしたが、縁

あって白バイに乗る職場に転勤出来ました。今、思う

と定年を前に悔いの無い人生を送れたかなぁ～と、

思っています。妻は沖縄の名護市の出身で8人兄弟の8

番目の生まれです。これも縁があったのかと思ってい

ます。 

 現在は岩槻区西町に単身赴任をしています。 

さて、岩槻警察署は岩槻と蓮田地区を管轄となってお

ります。人口６:4位です。 

本題の実際の刑法犯についてですが、警察に届け出

があった事件で、昨年1年間に岩槻警察署では1400件

余りです。昨年1年間で一番届出の多かったのは、自

動車の盗難事件です。(一部割愛させていただきま

す。) 他には自動販売機狙いなどもございます。他

には、オートバイも盗まれております。特に青年・少

年などによっての犯罪となっております。 

続いてオレオレ詐欺についてですが、去年、埼玉県

内では1400件の振り込め詐欺が有りました。金額は17

億円に上ります。そしてさいたま市では22件ありまし

た。特にカードが取られた被害が3000万円～4000万円

に上ります。今年、岩槻警察署管内で3件ありまし

た。いずれもカードによる詐欺でした。(この後、鈴

木署長様からは幾つかの事例を報告して頂きまし

た。) 
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写真上は鈴木署長様へお礼の花、贈呈。下は卓話に

聞き入る会員の例会風景です。勉強になりました。 
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小宮  勇  岩槻警察署 署長 鈴木康弘様、刑務補 

久保田智弘様、大変お忙しい中、お越

しくださいまして、誠にありがとうご

ざいます。宜しくお願い致します。 

斎藤 公司  鈴木署長様、お忙しいところ、有難う

ございます。卓話楽しみにしていま

す。 

阿津澤 清  岩槻警察署長 鈴木様、宜しくお願いし

ます。岩槻は「まちかど雛巡り」で賑

やかです。 

丹野 寿明  岩槻警察署 署長 鈴木康弘様、貴重な

卓話を有難うございます。 

( 同趣旨 )  杉田 政男   増渕  明 

       中里  仁   飛田美佐子 

       加藤 哲男   清水 常三 

       橋本かほる   遠藤 光治 

       萩原 秀咲 

藤田 恵子  岩槻警察署、鈴木康弘様ようこそ! 

             本日の卓話、楽しみにしています。宜

しくお願いします。 

京野 新悟  先週、先々週と欠席で、ご迷惑をお掛

けしました。インフルエンザではな

かったので、ご安心下さい。 

萩原 満久   加藤 和正   田中 徹夫 

水戸  恵   奥津 雅史   萩原 満久 

  

 

 

 

 2018～’19年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   小宮  勇 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  宮本 和寿 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 山形 照之 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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ニコニコBOX金額報告  

2/26合計 ２３，０００円 

今年度累計 ８８０，５００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

2/26 
免除3名 

30 
(3) 

20 
(3) 7 5 92.59% 

2/14修正 

免除3名 
30 
(3) 

30 
(3) 0 0 100.0% 

出席報告  

 

 

財団功労表彰状 (The Rotary Foundation Ci-

tation for Meritorious Service) (CMS) 

ロータリー財団に対して、多大の功労のあった

ロータリアンに、管理委員会が贈るもの。1地区に１

人を限度とする。 

 

財団の使命 (The Mission of The Foundation) 

ロータリー財団の使命は、国際レベルの人道的、

教育的、文化交流プログラムを通じて世界理解と平

和を達成しようとするＲＩの努力を支援することで

ある。 

 

「財団の友」会員 (Rotary  Foundation  Sus-

taining Member) 

最初に米貨１００㌦、又はそれ以上を寄付し、そ

れ以降毎年米貨１００㌦、又はそれ以上を年次プロ

グラム基金に寄付する意図を文書に表明した個人は

「財団の友」会員となる。従来の準フェローと異な

る点は書面で制約することと、ポールハリスフェ

ローを必ずしも目指さない。ポールハリスフェロー

になった後でも寄付し続ければ財団友の会員であ

る。 

スマイル報告の加藤哲男例会副委員長と

出席報告の萩原秀咲出席奨励副委員長、

いつもご苦労様です。 


