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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2010 年年年年 3 月月月月 12 日日日日))))    第第第第 2776 回回回回例会例会例会例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：松崎安孝君松崎安孝君松崎安孝君松崎安孝君 演演演演        題題題題：｢：｢：｢：｢最近最近最近最近のののの病院事情病院事情病院事情病院事情｣｣｣｣     合併号合併号合併号合併号    先先先先々々々々回回回回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2774 回回回回‘‘‘‘10 年年年年 2 月月月月 26 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君 講講講講        師師師師：：：：津島警察署長津島警察署長津島警察署長津島警察署長    伊藤彰久氏伊藤彰久氏伊藤彰久氏伊藤彰久氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「日本日本日本日本ととととドイツドイツドイツドイツにおけるにおけるにおけるにおける                                                                    防犯意識防犯意識防犯意識防犯意識」」」」 ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        伊藤 誠君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「日も風も星も」  ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  野々山勝也君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    1 月 22 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員            18 名   欠 席欠 席欠 席欠 席 会会会会 員員員員   11 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  54 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     1 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率        76.06%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率        91.04%  会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                            清水裕行会長清水裕行会長清水裕行会長清水裕行会長    今日は。2 月 18 日に一宮クラブに行ってきました。一宮クラブの会長であり、“モリリン”の社長の森さんの会社が、中国で自動車シートの製造工場を増設しましたと発表がありました。自動車業界もいろいろ難しい時期なようです。 最近、中国市場での日本の自動車メーカーの動きについてショッキングなニュースを聞きました。中国市場で日系メーカーは販売台数を大きく伸ばしている。それにもかかわらず中国市場における日系企業のシェアはむしろ下がったというのだ。市場の拡大のスピ－ドが速すぎて、日本メーカーがそれに追いつていけない状況のようだ。今年は、中国では新車販売台数は 1500 万台近くなると予想されています。10 年前には、200 万台であった。10 年間で 7.5 倍に膨れあがった。年間で、20％を

超える成長のスピードだ。かつていかなる国も経験したことのないような市場拡大のスピードである。競争優位に立つためには、企業にもそれなりの覚悟が必要である。スピード感が求められるのだ。 中国市場の拡大は、日本にとって大きなチャンスであるという議論をよく聞く。しかし、中国市場にチャンスを見出しているのは、日本企業だけではない。欧米の企業をはじめとして、韓国や地元の中国の企業も、この成長市場の中でシェアを拡大していくことに必死なのだ。大きな市場であればこそ甘くないのだ。中国市場は、いまや世界でもっとも厳しい競争の市場になろうとしている。中国市場でシェアをとれない企業は、グローバル市場でもシェアをとることが難しくなっている。 日本の携帯電話がその典型的な例だ。日本の国内市場という限られた市場の中で何とか生き残ってきたが、そこにも海外メーカーの参入が始まっている。日本の市場の中だけで競争していては、将来展望を描くことが難しい。携帯電話で経験したこと、そして自動車でも懸念される動き、これらは新興市場での対応のスピードの重要性を再認識することを求めているのだ。このグローバル時代の競争に生き残る鍵となる。井の中のカワズでは、何もできないと思います。      幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    山田勝弘幹事山田勝弘幹事山田勝弘幹事山田勝弘幹事エレクトエレクトエレクトエレクト    1. 清水会長より蛍光灯型省エネＬＥＤライトを事務局へ寄付して頂きました。事務局の電気代がどれ程下がるのか楽しみにしております。興味のある方は事務局で御覧下さい。 2. 本日、3月 16 日より行われます「西尾張ロータリー美術展」の案内と、『ロータリーの友』3 月号、そして「絵ごよみ」を配布いたしました。 3. 地区大会に参加された方々に、地区大会記録のＤＶＤが届きましたのでお配りしました。 
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4. 3月 11 日にロータリー情報委員会が、夜 7:00より「いろり庵」で開催されます。対象者の方はご出席をお願いいたします。 5. 本日ＩＭプログラムのご案内をお配りしました。例年のごとく全員登録の要請がきておりますので、今年もすでに本会計より皆様の登録料は支払わせていただいております。ただ今年は登録だけでなく、できるだけ多くの体での参加者も欲しいと先週要請がきました。次年度高木分区ガバナー補佐を排出する手前もありますし、本年度はＩＭを出張例会扱いにしておりますので、できるだけ多くの方の参加をお願いいたします。本日お配りしました案内には出欠票が付いておりますので、再度出欠を取らせていただきたいと思います。出欠票は本日お持ち帰りにならずに、お帰りの際、必ずご提出頂きますようお願いいたします。 6. 次週 3月 5 日金曜日の例会は、3月 6 日(土)のＩ.Ｍ.に例会変更ですのでご注意ください。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2772772772774444 回分回分回分回分    田中正明田中正明田中正明田中正明ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員長委員長委員長委員長    伊藤彰久氏（お車料をそのままいただきました） 清水裕行会長、浅井彦治副会長、伊藤基幹事 本日もよろしくお願いします。 伊藤哲朗君 本日卓話を担当します。 宇佐美三郎君 大阪の高槻にスタンドをオープンしました。 堀田勝君、加藤隆朗君、児玉昭君、余郷利彦君、佐藤敬治君、根崎健一君 伊藤津島警察署長をお迎えして。 浅井賢次君 ①満 81 才の誕生日を迎えることができ、ＪＣ卒業と同時にＲＣに入会し、40 年間例会出席率 100％達成。ウォーキングの時、神佛に詣でるお陰と健康に感謝。②パスポートの期限が切れるので、また 10年間のを申請、家でいつまで海外旅行に行くつもりと笑われる。でも「冥土へも海外旅行と思えば楽しいパスポート」。あの世へ逝くまで頑張ります。 服部昭三君 第 11回西尾張ロータリー美術展が 3月 16 日～22 日まで開催されますので、ご案内のハガキをお配りしました。ぜひ足をお運びください。今回は稲沢市の文化財の展示もあります。②伊勢正さんのカレンダー「絵ごよみ」を去年の 4月から 1 年間続けさせていただきました。また頑張りたいと思います。 篠田廣君 ロータリーゴルフ、また優勝しました。ライバルがなくてさみしい。誰か、かかってこい！ 山田勝弘君 基君に代わって幹事報告を練習させて頂きます。 余郷利彦君、相羽あつ子君 がんばれ真央ちゃん！ 

坂井裕君 初めて無断欠席をいたしました！ ごめんなさい。 岡本康義君 余郷さんに大変お世話になりました。 古川弘一君 お久しぶりです。 堀田勝君 山本達彦さんにお世話になりました。 高木輝和君 伊藤幸蔵さんと滝川さんとケニアとタンザニアに行っております。現地でのメークアップを楽しみにしています。たぶん無事帰れると思います。 篠田知生君 ①松崎先生に大変お世話になりました。②その他。 野々山勝也君 お花をいただいて帰りました。 松崎安孝君、山本達彦君、前田昭生君 ウィークリーに写真が載りました。 佐藤栄一君、日比一昭君、横井知代君、八木秀雄君 その他。 卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君 講講講講        師師師師：：：：津島警察署長津島警察署長津島警察署長津島警察署長    伊藤彰久氏伊藤彰久氏伊藤彰久氏伊藤彰久氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「日本日本日本日本ととととドイツドイツドイツドイツにおけるにおけるにおけるにおける                                                                    防犯意識防犯意識防犯意識防犯意識」」」」          【【【【はじめにはじめにはじめにはじめに】】】】    私は、平成 13年 4月から 3年間、ドイツの在ミュンヘン日本国総領事館で領事として、主に邦人保護や警備対策の仕事をしましたので、現地での生活体験を下に、ドイツ人と日本人の防犯意識の違いについてお話しします。 【【【【鍵鍵鍵鍵をををを掛掛掛掛けるけるけるける習慣習慣習慣習慣】】】】    ドイツでは、商店でもない限り、大抵のオフィスビルの扉は閉まったままで、事務所に用件のある人は、入口脇のインターフォンでまず名乗りをあげ、扉を開けて貰います。建物に入ったら、次は目的の部屋の扉のインターフォン同様に鍵を開けて貰います。建物や部屋には、鍵を掛ける習慣が行き届いており、自宅でもオフィスでも殆どは、閉めると自動的にロックが掛かるオートロックですので、外出時には、「締め出し」の状態になる危険があるため、部屋を出る時には、常に鍵の存在を確認する必要があります。 私が住居の賃貸契約後、家主から渡された鍵は3 個で、中でも共用の地下駐車場に入る鍵は、5世帯全部が同じ鍵で、地下駐車場出入り時に使用する鍵です。共用の建物のドアや駐車場の合鍵を作るには、共用の鍵を使用する住民全員の承諾が必要です。紛失した場合は、紛失した者が、駐車場入口のドアの取替え費用と他の住民分の鍵の費用を負担することになります。ドイツ人は自分の
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家屋を自己の責任で守っていると実感しました。  鍵以外でも、感心したことがあります。日本では、家の入口ドアは外側に開くため、蝶番は外側にあります。泥棒が外側から蝶番をバールなどで外せばドアが開きます。ドイツでは、外部と接するドアは、内側に開きます。つまり、蝶番が室内にあるため、泥棒が外から蝶番を外すことはできません。 【【【【現金現金現金現金のののの取扱取扱取扱取扱いいいい】】】】    ドイツではインターネットバンキングが行き渡っています。財布には小銭か少額の紙幣しか入れず、まとまった現金を持ち歩きません。自宅にさえ、現金を保有することは少ないそうです。安全のために、現金が不要な社会ができあがっているということです。お金は銀行に管理させています。銀行口座を開設すると、口座番号の他にインターネット用の番号と、個人認証番号を与えられます。この 2 つの番号は、インターネットバンクを開くのに使われます。銀行は「デビッドカード」も発行しますので、スーパーでの少額の買い物ですらこのカードで済ませます。カード決済ですから現金を持ち歩く必要がありません。泥棒が家に入っても現金がある訳ではなく、現金盗難の被害には遭いません。 【【【【自己責任自己責任自己責任自己責任のののの考考考考ええええ】】】】    ドイツは、「さぞ治安が悪いに違いない」と思われるかもしれませんが、犯罪発生件数を見ても、体感治安で感じても、日本より遥かに治安がいいといえます。ドイツ人は「自己責任」の考えが徹底していて、「自分の財産は自分で守る」ことを徹底しているのです。 【【【【盗難被害盗難被害盗難被害盗難被害にににに遭遭遭遭ったったったった場合場合場合場合のののの警察警察警察警察のののの対応対応対応対応】】】】    盗難被害に遭った場合、日本ならば警察に通報すれば、警察官が現場を見分したり、指紋採取をするのが通常です。しかし、ドイツの場合は、警察官が現場に来てくれるかどうかが問題です。被害が少額だとまず来ません。多額の場合は、無視されることはありませんが、現場に来た警察官が、「侵入口はここですね。鍵はどうなっていましたか？」と被害者の落ち度が丹念に検討され、「盗難保険に入っていますよね」と言われ、「被害が回復するならいいではないか」という態度がありありです。日本なら苦情になりそうなものですが、ドイツ人はそれで納得してしまいます。「管理が不徹低だから、泥棒に入られた」ということで、後は被害者が保険会社と保険額の算定に入ります。施錠が不徹低だと少額しか保険は出ないようです。 この背景には、「税金は効果的に使用する」という哲学があります。警察官が現場に行けばそれだけで時間が拘束されます。「国民は等しく、その収入に応じて税金を払うが、税金には限りがあるから、公務員は税金が国民に役立つように、効果的に使わなければならない。したがって、自己の落ち度で被害に遭った者にまで遍く税金を使用する

（警察が捜査する）のは全体から見れば無駄であり、捜査はより重要な犯罪に集中すべきである」という発想のようです。  日本では、バイキングで席を確保するために、カバンなどを椅子に置いて料理を取りに行く光景は、皆さんも想像できると思います。外国で日本と同様にすると、料理を取って席に戻ると、確実にカバンやバッグはありません。在任中、数多くの日本人観光客が置引き被害に遭いました。置引きに遭い、ガイドが被害者同伴で警察に行っても、旅券紛失届は出しますが、盗難被害届は受理しません。大事なものを置いた被害者に落ち度があるということで、結局、盗難保険が請求できないのが現状です。 【【【【日本日本日本日本のののの侵入盗侵入盗侵入盗侵入盗のののの実態実態実態実態】】】】    ドイツ人の防犯意識を踏まえた上で、県内の住宅対象侵入盗の実態を話します。空き巣と忍び込みは、県内で昨年約 7,300件発生しました。一戸建ての場合は、被害の約 30％が無施錠、被害の約50％がワンロックのために、ガラス破りでクレセント錠が外され侵入されています。マンションの場合は、被害の約 20％が無施錠、被害の約 70％がワンロックのために、サムターン回しで錠を開けられて侵入されています。  津島署管内では、昨年、住宅対象の侵入盗は 279件発生しました。家人が夜間就寝中に泥棒が侵入する忍び込みの場合は、物音に気付いた家人と泥棒が鉢合わせとなり、最悪の場合は、強盗殺人事件に発展する危険性もあります。 【【【【最後最後最後最後にににに】】】】    尾張地方では、鍵を掛けない家が多いということを着任時に聞き、驚きましたが、津島署では、住宅対象の侵入盗だけでなく、自転車盗などの犯罪を 1件でも減らすために、毎月 26日を「ツーロック（26）」の日とし、防犯意識高揚キャンペーンを行います。ドアも自転車もツーロックが基本です。「安心して暮らせる安全な海部・津島・愛西」の確立に、今後ともご協力を宜しくお願い致します。 
 そのそのそのその他他他他              野々山勝也君 

浅井彦治 副会長 伊藤誠君 
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 先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2775 回回回回 ’10 年年年年 3 月月月月 6 日日日日（（（（土土土土）））） ≪≪≪≪西尾張分区西尾張分区西尾張分区西尾張分区ＩＩＩＩ....ＭＭＭＭ....≫≫≫≫    時間時間時間時間＝＝＝＝14141414：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    場所場所場所場所＝＝＝＝名古屋国際名古屋国際名古屋国際名古屋国際ホテルホテルホテルホテル    会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    1 月 29 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員            18 名   欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   17 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  71 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     8 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率 100.00%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率        90.14% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    高木輝和君（第 3 回次期Ｇ補佐研修会）、高木輝和君、清水裕行君、加藤則之君（第4回分区運営委員会）、清水裕行君（一宮ＲＣ）、浅井賢次君、日比一昭君、堀田勝君、伊藤哲朗君、河西あつ子君、小林啓子君、清水裕行君、余郷利彦君（清林館高校ＩＡＣ卒業生を送る会）     ≪≪≪≪西尾張分区西尾張分区西尾張分区西尾張分区ＩＩＩＩ....ＭＭＭＭ....≫≫≫≫    第一部第一部第一部第一部    式式式式    典典典典    ホスト名古屋清須ロータリークラブが開催した西尾張分区Ｉ.Ｍ.の第一部では、環境をテーマとした基調講演とパネルディスカッションを展開。            藤井忠ガバナー補佐    加藤静治清須市長 （清須ＲＣ）          はい、真面目に出席してます。           

第二部第二部第二部第二部    交流会交流会交流会交流会                                               「「「「鬼百合鬼百合鬼百合鬼百合」」」」    花の色や形が赤鬼を連想させることから「鬼百合」名づけられたそうです。「立てば芍薬（しゃくやく）、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」ということばは、言わずと知れた美しい女性をたとえる表現ですが、これらは日本女性を例える「なでしこ」に比べて、かなり華やかな花々です。            画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三 
  次次次次回例会回例会回例会回例会 第第第第 2777 回回回回 ’10 年年年年 3 月月月月 19 日日日日（（（（金金金金）））） 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄小畑英雄小畑英雄小畑英雄君君君君 演演演演        題題題題：：：：｢｢｢｢地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対応対応対応対応｣｣｣｣        

 

津島の地域物産として、蓮根うどんと、蓮根焼酎を展示していただきました。 

乾杯の音頭は、高木輝和次年度ガバナー補佐。そして、矢田潔次年度分区大会実行委員長と、住田正幸会長エレクトも登壇。 

津島ＲＣのパネラーは山本達彦君。 

 

清須市甲冑保存会の皆さんがお披露目。 

 次年度Ｇ補佐の高木です。よろしく。 

 

ロハスです。

 


