
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              臼井勉 SAA委員 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

【ゲスト・ビジター紹介】         梅澤 馨 会長 

   神奈川県麻生警察署長 川田安男様 

【今月の誕生日】            山下親睦委員長 

   会員誕生日 会員なし 

      夫人誕生日 4日 大野順子様(大野勉夫人) 

          8日 鈴木知佐子様(鈴木眞一夫人) 

         9日 君塚慶子様(君塚毅夫人) 

         23日 梅澤恵子様(梅澤馨夫人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント：大野会員 

「妻へのお花が 1週間遅れて届きましたが、お詫びにシク

ラメンが付いてきました。妻とは、ロマンスカー展望車で

箱根富士屋ホテルに行きビップサービスをしてきました。」 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】                  梅澤会長 

１． 日本事務局より 2015 年 6 月のサンパウロ国際大会の参

加方法が届く。申込みはオンラインで。 

２． 地区ガバナーより 地区大会のお礼が届く。ガバナー事務

所より  

① 「Ｒ財団補助金管理セミナー」 開催の案内 

   １２月１日（月）15：00～17：30 メモワールプラザ   

※会長とＲ財団委員長 出席必須 

② 「ジャパンロータリーデ―Ⅱ in 東京」 開催の案内 

 2015年 2月 4日（水）14：00～19：30 ホテル グラン

パシフィック LE DAIBA 

③ 2014-15年度 R財団 ポリオ使途指定寄付のお願い 

会員一人当たり ５０００円以上 

④ 交換学生交流スキーキャンプ のお知らせ   

※HF志村会員担当 

 1月１０日～１２日 2泊３日  

パルコール嬬恋スキー場、他 

⑤ 交換学生 クリスマス会の案内     

※HF志村会員担当 

１２月６日（土）14：00～オリエンテーション 

16：00～クリスマス会 

３． ガバナー事務所より次のものが届いています。 

・ロータリー文庫資料目録  

・神奈川献血キャンペーンポスター  

・危険ドラッグダメ！ポスターと冊子 ・福島関連チラシ 

５．ハイライトよねやま１７６号がオンラインにて発行される。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1079回 例会記録 平成 26 年 11月 14日（金） S.A.A  委員長 青戸 慶太 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

 

第１０８０回例会１１月２１日（金）クラブ雑誌広報委員長会議報告 百合丘カントリー倶楽部  

第１０８１回例会１１月２８日（金）Ｒ財団学友会 代表幹事卓話  百合丘カントリー倶楽部 

第１０８２回例会１２月 ５日（金）理事役員会 年次総会     ホテルモリノ 

 

 
［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 



６．アルテリッカしんゆりより第２回実行委員会開催のお知らせ 

１２月１７日（水）18：00～  

 昭和音大南校舎１階第一会議室 

７．芸術の街研究会より コンサートの報告と案内 

８．依頼事項 

○公益財団法人 プラン・ジャパン より 「世界の女の子に

生きていく力を」 寄付の依頼 

 

【幹事報告】                  梶 幹事 

 近隣クラブより案内 

○横浜西ＲＣより 「障害者支援コンサート」 １１月２７日（木）

14：00開演 関内ホール 

○川崎北ＲＣより 「有森裕子氏卓話」 11月２６日（水） 

13：00～ クイーンアリス ガーデン日吉 

例会変更 

○横浜あざみＲＣ １１月２６日（水）12：30～移動例会  

あざみ野団地集会所 会議室 

○川崎マリーンＲＣ  

  １２月１８日（木）18：00 クリスマス家族例会  

横浜ベイシェラトンＨ＆Ｔ 

  １２月２６日（木） 休会 

【出席委員会】                 蓬田委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1079回 24 18 6 - 75％ 

第 1078回 24 16  8 5 87.5％ 

第 1077回 24 19 5 5 100.0％ 

 

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1079回（件数）  合    計 

ニ コ ニ コ    18件 ￥18,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【川田署長 本日卓話よろしくお願いします】 

◇梶  幹事 【同上】 

◇佐藤会員 【多忙の中、卓話を有難うございます】        

◇大野会員 【文句なし】 

◇鈴木昭弘会員【演奏会無事終了しました！ ありがと 

うございました】 

  ◇鈴木憲治会員【１０月からスタートした「かき祭り」が１１ 

月１６日で終わります。ホッとしています】 

◇長瀬会員【初霜が降りました、寒かったですね。今日、 

かきまる君をつれて高森町の柿丸君に会いに行きます】 

◇青戸会員◇臼井会員◇碓井会員◇宇津木会員◇親松

会員◇佐々木会員◇志村会員◇鈴木豊成会員◇森啓伊

会員◇山下会員◇蓬田会員   

以上、ご協力ありがとうございました。 

 

【ロータリー財団】         鈴木憲治委員長 

  第 1079回（件数）  合   計 

R O 財団    2件 ￥21,200 

○梅澤 馨会長【今月はロータリー財団月間です】 

○鈴木憲治会員【今月はロータリー財団月間です】 

 

【米山記念奨学】           臼井勉委員長 

  第 1073回（件数）  合    計 

米山記念    4件 ￥40,000 

○梅澤 馨会長【川田署長 本日の卓話よろしくお願 

いします】 

○鈴木昭弘会員【演奏会、無事終了しました！】 

○鈴木憲治会員 

 

【雑誌広報委員会】           大野委員長 

  今月はロータリー財団月間です。 

  裏表紙は京都清水寺です横書き P7,縦書き P28-29 

あたりをよく読んでください。 

 

【今日の卓話】          紹介者 佐藤会員 

 「川田署長のプロフィールを紹介します。 

 生まれは昭和・・年 4月 16日に鶴見区で出生 

 神奈川大学法学部卒 神奈川県巡査拝名 

 本年 3月麻生警察署就任 現在麻生区内の公舎に 

単身赴任、奥様は横浜市に居住 趣味等は映画の 

鑑賞、スポーツ、アルコール極小、ゴルフ経験なし 

大切にしていること 利他の心 

では、卓話をよろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



卓話 神奈川県麻生警察署長 川田安男様 

 管内の治安情勢と四方山話を話したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  管内の治安情勢 

10月末の麻生区内における刑法犯認知件数は、神奈川県

全体では前年同期に比べますとIO数%減少している中で、

731件と逆に10数%増加しています。その大きな要因になって

いるのが自転車やオートバイの盗難です。また、麻生区の特

徴と言えてしまうのが大変残念なのですが、ちかん等の事件

も後を絶ちません。 

麻生区内における交通事故発生状況は、過去最少の記

録をしました昨年よりも更に減少している申で、高齢者の関

係する事故が際立って増加しています。 

これらの情勢を踏まえて、年末に向けて1件でも多くの犯罪

や事故が少なくなりますよう、全力で治安責任を果たしてまい

りますので、引き続き、御支援、御協力を賜りますようお願い

します。 

２  四方山話～ギヤンブルとぱちんこ 

(1)カジノ解禁法案 

報道によれば、総合型リゾート(IR)の整備を促す法案 (カ

ジノ解禁法案)は、今臨時国会での成立がなくなったようです。

この法案は、「カジノ、ホテル、国際会議場、ショッピング等多

様な機能を持った総合型リゾート施設の整備を目指しつつ、

刑法が禁じている賭博罪を、地方公共団体の申請によって

国が認定した地域内において民間の事業者に限って合法化

する等の基本的な理念・方針を示すもの」とされています。神

奈川県においては、このIRを埠頭に整備する計画をしている

会社がある一方、ヵジノの合法化は、「ギヤンプル依存症」、

「治安」、「青少年への悪影響」等の問題があるとして異論を

唱えている方もいると聞きます。 

 (2)賭博 

ところで、カジノの合法化と言いますが、そもそも刑法

第185条の賭博とは、どういうものでしょう。一般には、偶

然の事実に関して財物を賭け、勝敗を争い、その結果に

よって当該財物のやり取りを行うことで、一時の娯楽に供

ずるもの (その場で飲食するもの、タバコ等)を賭けるにと

どまるときは、この限りでないとされています。 

そうすると、賞金を賭けるプロゴルファーは、賭博になら

ないのでしょうか。この場合、賞金は全額スポンサーが準

備していますので、賭博とはなりません。一方、参加料、

会場使用料等、その名目の如何にかかわらず、参加者か

ら供出された現金が賞金の原資になっているような場合

は、賭博になるおそれがあるということになります。 

(3)ぱちんこ 

そうであるならば、ぱちんこは賭博じゃないのかとの疑

問を持たれた方がいるのではないかと思いますが、もちろ

ん、ぱちんこは、賭博ではありません。警察庁が所管する

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、

ぱちんこ屋について、その営業を営む者、営業所の場所、

営業所の構造及び設備、遊技機の型式、賞品の提供方

法等に至るまで厳格な基準を定めることで、賭博になるこ

とのないように規制し、これを 「射幸心をそそるおそれの

ある遊技」と規定しています。 

(4)大衆娯楽 

戦後の混乱期を経て、昭和23年頃にぱちんこ遊技機

の原型ともいうべき正村ゲージが開発されたことから、大

衆娯楽として名古屋から飛躍的に発展を遂げたぱちんこ

は、一方では、現在、のめり込みを始め、多くの問題を抱

えてはおりますが、これまで、日本の風土、文化に馴染み

ながら、今では大きな産業となって各方面で社会貢献活

動にも尽力しています。例えカジノが合法化されても、カ

ジノと一線を画すはちんこには、善良な風俗と清浄な風

俗環境を保持しながら、大衆娯楽としての道を歩み続け

てほしいと思っています。 

 

 

【四つのテスト】                      碓井会員 

【点  鐘】                       梅澤馨会長 

【会報委員会】                  文責：長瀬敏之 

 

 

 

 

 


