サブテーマ：〔相手のこころを理解しよう〕
卓話 中津川警察署所長 松葉真一 氏
今日は自分の人生の倫理観という生き様についてお話したいと思います。
要点を紹介します。
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本日のプログラム
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開会点鐘
Ｒソング斉唱
ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間
食事と交換
出席者・スマイルボックスの発表
委員会・幹事報告
卓話 (親睦活動委員会担当）
閉会点鐘

今後のプログラム
12月７日 クラブ年次総会
12月14日 卓話
12月21日 卓話 会長・幹事・ＳＡＡ
12月28日 特別休会
１月４日 特別休会
１月１１日 特別休会
１月１８日 新年家族例会
（パルティールPM6:00〜）
１月２５日 卓話

職務倫理の基本 〜警察職員としての責務を果たすために〜
1 誇りと使命感を持って国家と国民に奉仕する
1 人権を尊重し公正かつ親切に
1 規律を厳正に保持し相互の連隊を強める
1 人格を磨き能力を高め自己の充実に努める
1 清廉にして堅実な生活態度を保持する
以前本部にいるとき、一般の方がこれを読んで、「警察官ってすごいですね。みんな
ちゃんとこれを実践しているのですか」と聞かれ、警察官の不祥事がよく新聞に出ていた
頃であったため、返事に困った事があった。
現実にいくつかの事案がある中、私が一番衝撃を受けたのは、今年の3月頃愛知県の
守山警察署の副署長が飲酒運転で検挙された事案です。
署長と副署長は文字通り夫婦同然で仕事をしている。この関係を裏切られる事態がある
とは想像もしていなかった。
常に監督責任があり、宴会等で飲酒をした部下の帰宅後の行動を含め、毎日神経を
使っている。
こうした中、私生活で一番気をつけているのが、スキャンダルに巻き込まれないと言う事。
「梨花に冠を正さず」という事。
姉から音楽会に誘われて断った事も。姉妹とでさえ二人で出歩いたりする事はない。
困るのは、飲食店で女性から同席を求められた時。傍から見れば同伴と勘違いされる。
色々神経を使う。考え過ぎじゃないかと言う人もいるが、これでも足りない位だと言って
いる。 休日でもどのような決済等が生じるかわからないので、遠出はしない。常に有事
即応体制。温泉が好きで、よく湯船沢に出かけるが、２０分おき位にロッカーへ行き、携帯
電話のメールを確認。このくらい気を使う日常が現実。
警察官人生も残り３年余り。警察は今、大量退職イコール大量採用の時代の真っ直中で
若い者を如何に早く戦力化するかと言う事が課題。
何よりも警察官として、高い誇りと使命感を持った若者を育てていきたい。

テーマ

東濃の観光スポット
先日、ある新聞に東濃の観光スポットは ？ と題して東濃だけで
前回の出席率
イベント参加も含めて年間１６００万人だそうです。ビックリしました。
ちなみに中津川市だけでも約１８０万人が訪れているようです。その
11月１６日 ７６．６０％(36/47)
会員総数 ５０名
中に県外から又外国からどのぐらい来てくれてるかは解かりませんが
出席免除者 ３名
ちなみに馬籠宿と道の駅、賊母だけで約１００万人だそうです。先日、
馬籠の土産物屋さんに話を聞いたら、最近中国の方がが多くて来るには来るが
１１月９日補正出席率 ８７．２３％
何も買わないと嘆いていましたが、この中津川には誰もが一つはほしい物は無い
のか、これからの地域おこしを考えると観光協会、中津川工業会が一体になって
ここに来なければ手に入らない尚且つ限定個数販売、一人一個までの販売が出
きる様な物は本当に無いだろうか。
これだけの人が足を運んでくれる所はそんなにも無いと思うし、副産物のし尿と
ゴミの処理をするだけでは、余りにも脳が無さ過ぎる気がしませんか・・・・・
09年11月30日No1594
例会場 : 中津川商工会議所３階
＜四つのテスト＞
１１月度会場設営
※ Ｒ情報・会員増強・ＳＡＡ
例会日 : 月曜日 12:30〜13:30
Ｎｏ16
1 真実かどうか
環境保全
発行責任者
事務局 : 中津川商工会議所３階
2 みんなに公平か
（次回は５月度）
ＴＥＬ ： 0573-66-7301
会 長 板頭釥三
3 好意と友情を深めるか
ＦＡＸ ： 0573-65-6960
１２月度会場設営
副会長 梅田英樹
4 みんなのためになるかどうか ※ 新世代・出席・クラブ会報 幹 事 村上幸博
携帯 090-1478-8304
会計監査
会報正 纐纈 均
E-mail : info@2630ncrotary.org
（次回は４月度）
会報副 小栗正義
URL-http://www.2630ncrotary.org
Nakatsugawa center Rotary Club Report

Nakatsugawa center Rotary Club Report
【１１月度 ロータリー財団月間】

理事会内容
1. 12月〜1月例会プログラムについて 12月7日クラブ年次総会、14日卓話、21日卓話、28日特別休会、
1月4日特別休会、11日特別休会、18日新年家族例会、25日卓話
2. 2010年〜2011年度理事・役員について(異議無く承認)
3. 合同例会決算報告（異議無く承認)
4. 35周年について(事業費用と事業内容を次回に資料として提示)
氏名 吉村 浩平 （よしむらこうへい） 入会年月日 Ｈ １６ ．７ 年齢 ４９ 才
職業分類 ＯＡ機器販売 在籍年数 ５年 社店名 ㈱システムヨシムラ 職位 代表取締役
職業紹介と所感
OA機器の販売を主にして、文具を含めたトータルな営業を国道沿いの店舗と中津高校下の店舗で
行っています。
ロータリーに思うこと
長きに渡って先輩方が育んできた会ですので、自分たちの世代でもっと発展できるよう力を入れないと
いけないと感じます。
又、次の世代の掘り起こしも大切だと思います。
氏名 小栗 正義 （おぐりまさよし） 入会年月日 Ｈ １６ ．７ 年齢 ４６ 才
職業分類 石油小売 在籍年数 ５年 社店名 ㈱小栗屋 職位 専務取締役
職業紹介と所感
中津川、恵那、飯田を中心に直営店９店と、燃料を中心とした卸売をやっております。
ロータリーに思うこと
まだまだ勉強の身ですが、奉仕の心を持って努めてゆく事。

氏名 赤座 薫 （あかざかおる） 入会年月日 Ｈ １７ ．１ 年齢 ５１ 才
職業分類 外科医 在籍年数 ４年 社店名 (医)日新会 城山病院 職位 副理事長
職業紹介と所感
当日新会は、城山病院・老人保健施設・居宅支援センター・訪問介護ステーションを有しており、
地域の皆様に根ざした医療、介護に努めています。特に病院は東濃東部では唯一のリハビリテー
ション病棟の認可を得ております。２０名余のリハビリスタッフを抱え、中津川市民病院などの中核
病院と連携をはかり患者様の在宅復帰に貢献しております。
ロータリーに思うこと
医師として、当クラブ会員の健康維持の役に立てることが自身第一の役割かと思います。軍隊に例えると
衛生兵のようなものかもしれませんが、当会員が永くクラブに参加でき健康でいられるよう微力ながら頑張る所存です。
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松葉所長様、ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願いします。
会長板頭釥三、副会長梅田英樹、幹事村上幸博
松葉所長、ようこそお越し下さいました。卓話よろしくお願いします。
ロータリー財団委員会委員長鈴木捷也
喫煙宣言してから今日で１３日です。悪友に言われ今週も７，０００円のニコボックスします。
板頭釥三
１０日より１２日まで新荘扶輪社に３５周年記念例会の参加要請に行ってきました。ウオーター会長もメンバーも喜んで参加してくれるそうです。
２０名〜２５名程になる予定です。参加要請訪台に出席頂いた会員・会員婦人に感謝します。 会長板頭釥三、国際奉仕委員会委員長小倉忠雄
１３日の法人会ゴルフコンペで団体優勝の一員に成ったらしいです。
板頭釥三、古川和博、宮田義和、勝野正彦
本日、恵那警察署横に葬儀会館 恵那ホールをオープン致しました。
柘植信成
前々回の会報に可児パスト会長より我社の新聞記事の件でスマイルを頂きました。感謝申し上げます。
小倉忠雄
昨日開催の４クラブゴルフ大会で９位の賞を頂きました。寒い一日でしたが他クラブの皆さんと楽しい一時を過ごせました。
纐纈 均
４クラブゴルフコンペでセンタークラブは３名が飛び賞に入りました。
安藤 茂
誕生日の祝福ありがとうございました。一週遅れて゛スマイルします。
伊藤博行
法人会ゴルフコンペで女房が個人・団体で優勝しました。
安藤 茂
本日新車が入りました。
郷原基幸
１１月１２日天皇陛下即位２０年記念の式典が、政府主催で開催され、全国各地でも国民祭が開かれました。当中津川市街地でも駅前商店街、
緑町発展会、西太田町商店街、東太田町発展会、新町商店街、栄町発展会、淀川町町内会、そして市内の各銀行さん等の御協力をいただ
き市街地を「日の丸の旗」一色でうめて頂き御祝の意を表して頂きました。ご協力ありがとうございました。
可児豊司
13日の法人会ゴルフコンペにセンターRCの皆さん多数のご参加ありがとうございました。男女ともセンターRCの代表者が団体優勝でした。
又15日の四クラブ対抗ゴルフでは準優勝をいただきました。
幸脇利幸

Nakatsugawa center Rotary Club Report

