
1.12/21(水)第59期12月定例理事会開催のご案内

2.次週12月21日(水)例会変更のお知らせ

※例会変更 鳥羽国際ホテル 海城 18：30～

【ソング】「それでこそロータリー」

【会長挨拶・報告】

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【行事】クリスマス家族例会

(親睦活動委員会担当）

皆さんこんにちは、本日のゲストは、鳥羽警察署
署長 松尾敦志様です。本日の卓話よろしくお願
いいたします。
今年度の挨拶と言う事で4月に署長様を表敬訪問
・卓話（講話）のお願いに伺いました。
その時、交換条件を出されました。｢鳥羽警察署
協議会 委員を受けてくれるんやったら｣とおっ
しゃられて、講話引き受けて欲しいので、現在協
議会委員に、そして年長さんと言う事で、現在、
副会長となっております。
3日のＩＭ参加して頂いた皆さんありがとうござ
いました。鳥羽ＲＣの発表、最高でした。発表者、
「東谷佳一さん、和田邦孝君、特別出演の原田佳
代子さん」お疲れ様でした。
カウンセラー講評の辻・浦田パストガバナーにと
ても評価されました。

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【12月のお祝い】

【行事】ゲスト卓話(三役担当)

●ゲスト 鳥羽警察署 署長 松尾敦志 様

●随行者 鳥羽警察署 警務官 山崎一也 様

【ソング】「四つのテスト」

【コラム】迫間修平 君

【12月号友の紹介】伊藤信孝 君

【行事】年次総会(三役・会長エレクト担当)

◇次々期会長指名

◇次期理事役員指名

本日の例会プログラム

次回の予告 １２月２１日

前回の記録 １２月７日

○会 長 杉原新一 ○副会長 中野多賀子 ○幹事 中村幸広

○会報担当 原田佳代子・迫間修平・伊藤信孝・丸川竜也
○事務局 〒517-0022 鳥羽市大明東町1-7 鳥羽商工会議所2F

TEL 0599-25-6039 FAX 0599-26-4588 E-mail: tobarc@poplar.ocn.ne.jp
○例会日 毎週水曜日 12時30分～13時30分
○例会場 鳥羽商工会議所2Ｆ 特別会議室

第59期テーマ：「不易流行」 －心地よいロータリー活動を想像してー

会長挨拶・報告

2022年12月14日
通算第2793回例会
会報通算第2465回

12/7ホームクラブ 21/30 70.00％

11/20確定出席率 21/28 75.00％

幹事報告

委員会報告

■第58期幹事⇒第58期事業報告書が出来上がりま
したので配布させていただきます。ご一読くだ
さい。

■社会奉仕委員会⇒次週、クリスマス家族例会受
付において、歳末チャリティ募金を行わせてい
ただきます。お一人3,000円のご協力をお願い
します。

■12月家庭集会⇒本日12/7(水)18：30より天びん
屋本店にて12月家庭集会を開催します。

■親睦活動委員会⇒クリスマス家族例会の出欠の
回覧をさせていただきます。また、歳末オーク
ションの品物提供にご協力お願いします。

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


11月30日 ゲスト卓話 財団委員会担当

■国際ロータリー2630地区 Ｒ財団部門補助金小委員会
奨学金・学友担当 副委員長 牧戸 悦代 様(伊勢度会ＲＣ)

11月３０日、ロータリー財団についての卓話の為、鳥羽ロータリー

クラブを訪ねさせていただきました。

会長自らセットアップをして頂き、大変スムーズに例会を始めるこ

とが出来ました。又、過去にも財団の研修を積まれておられ、今回

は新人の方に分かり易く…というご意向でした。実際お邪魔させて

頂くと私がお伝えする以上に財団についてはよく研究されておられ

ました。既に補助金を利用して様々な地域貢献を実施されており、

次は鳥羽ロータリークラブより奨学生の派遣を挑戦していただきた

いと思いました。

周知の事とは思いましたが、皆様方からお預かりした尊いご寄付がどのような流れで、各クラブや奨学

金になっていくか・・・をパワーポイントを用い説明をさせて頂きました。

補助金小委員会の仕事の一つである補助金を使っての各クラブからの奉仕活動への振り分けと、資金の

申請が要綱に適っているか？を精査し、グローバル補助金・地区補助金の採択をしたり、又、奨学金に

関してもグローバル補助金奨学生・地区補助金奨学生の応募に対して面接をし、各クラブに応募された

奨学生を無事合格から派遣まで、そしてその後学友会への活動を推薦クラブと共に見届けをしています。

ロータリー活動の資金となる寄付をお預かりし、未来への夢の実現の懸け橋となるべく努力をかさねて

いますので今後ともより多くのご寄付をどうぞ宜しくお願いいたします。

年次基金寄付(約42万＄) 恒久基金寄付(収益約6万$) ポリオプラス基金寄付

全
額

収
益
の
50
％

３年後に使用(約43万＄)

ポリオ根絶活動にのみ
使われる使途指定寄付

50
％

50
％

地区財団活動資金（ＤＤＦ）
(約44万＄)※前期繰越金20万$(見込)を含む

国際財団活動資金（ＷＦ）
（約2５万ドル)

収
益
の
50
％

50
％
以内

残
り

地区補助金
(申請限度額約12万＄)

グローバル補助金等
(DDF申請限度額約32万＄)

上
乗
せ

寄付金の流れとおおよその金額（シェアシステム）

(約6万＄)

※前期繰越金を除く

※グローバル補助金限度まで申請した場合、約25万ドル強のWFが上乗せされる

※2021年7月から申請額の80%を上乗せ

※5%はTRF運営費

２０１９～２０２１年、この大学
の修士課程に当地区から２名の留
学を果たし公衆衛生学を修学



12月7日 ゲスト卓話 三役担当

■鳥羽警察署
署長 松尾敦志様

1. はじめに

鳥羽警察署長として2年目を迎え、警察署協議会をはじめ、警察

活動全般において、当ロータリークラブ会員の皆様との関係を深め

て参りましたが、平素から、警察活動に対して御理解・ご支援をい

ただき、誠にありがとうございます。

2. 公務所の長としての心構え

(1)業務管理

諸業務において、基本的には現場の様々な仕事は署員に任せ、決裁において行務の方向性やフォロー

を行う等、当該業務の対応が適正であったか否かの判断をおこなっています。警察の仕事で県民や地域住

民の警察活動を認めてもらうためには、地域住民から寄せられる一つずつへの対応しかないと考えており

ます。

そのために私は、署員に対して「県民のため、組織のため、自分のために仕事をすること」、「犯罪に

対しては厳しく、困って頼ってくる人に足しては寄り添うこと」を常々教養しています。

鳥羽警察署管内の方々は、被害を訴えないように思います。振り込め詐欺で約1億円の被害にあった方

も、当初は「被害の訴えはしない」とおっしゃっていましたが、説得して被害届を提出していただきまし

た。また、男女関係や金銭トラブル等については、民事の色合いが濃く、警察が踏み込める限界はありま

すが、その限界により近づく努力をするよう署員に指示しています。かつては、警察として対応が難しい

と考えられた事案に取り組むことにより、鳥羽警察署に相談して良かったと思ってもらえることを積み重

ねることが、警察署の評価を上げることと考えます。

(2) 人事管理

警察官の採用教養は、大学卒業者で15ヶ月、高校卒業者で21ヶ月の長期間あります。本年9月、鳥羽

警察署には2名の新人警察官が配属され、それぞれに指導委員を付けて教養を行っています。今の2人は夢

と希望に燃え、信頼される警察官になるよう日々頑張っていますが、やはり年数が経過していくことで、

仕事への取り組みが低下する者もおります。

こうした者たちへのモチベーションを上げるための方策として、ボーナスの加算支給や例会時の署長表

彰、更には、本人の希望、適正、仕事ぶりを見て人事配置等を行い、刺激を付与しつつ気持ちの高揚を期

待するわけですが、こうした目に見えるとは別に、私が従来から行っていることとして、直接的な対話で

あったり、社内メールによるやりとりがあります。また、決裁時の書類に、付箋を付けてコメントを記し

て返すことも続けています。

日常においては、一緒に仕事をしない署長から、結果だけでなく、やる気、勇気、実行力等のプロセス

を褒めてもらえたということ、しっかり見てもらっているという気持ちは、人として嬉しいと思うのです。

結果の重要ですが、結果に至るプロセスを部下と共有することをお勧めします。

3.最後に

ロータリークラブのホームページにおいて、杉原会長の挨拶文「不易流行」を拝見しました。その中で、

『メンバー同士でロータリーを語るのも大切だが、外部から鳥羽ロータリークラブがどんな形で見られて

いるか、それを考えなければ、ただの自己満足になってしまう』という一文がございましたが、外部の人

の意見を聞くことの重要性は、警察組織としても大変重要なものであると考えております。

当ロータリークラブをはじめ、諸先輩方の御意見、御要望に少しでも近づいていけるよう努力させてい

ただきますので、今後とも警察活動への御理解・御協力をお願いいたします。



１２月７日分

杉原君・鳥羽警察署署長 松尾敦志様、随行者 山崎

一也様、本日はお越しいただきありがとう

ございます。卓話よろしくお願いいたしま

す。

中村(幸)君・鳥羽警察署長 松尾敦志様、警務官 山

崎一也様、本日はお忙しい中、ご出席いた

だきありがとうございました。卓話よろし

くお願いいたします。

・先日のＩＭ、ご参加いただいた皆さんお疲

れ様でした。かづきや平さん、原田さん、

和田さん、素晴らしい発表ありがとうござ

いました。

・会員誕生日御祝

中野君・鳥羽警察署長 松尾様、警務官 山崎様、本

日はお忙しい中ありがとうございます。卓

話宜しくお願いいたします。

・先日のＩＭは欠席させていただき申し訳あ

りませんでした。

・入会記念日御祝

小林君・鳥羽警察署長 松尾様、山崎様、お忙しい中、

お越し下さりありがとうございます。

本日は宜しくお願いします。

西川君・鳥羽警察署署長 松尾敦志様、本日はよろし

くお願いします。ありがとうございます。

丸川君・鳥羽警察署長 松尾敦志様、警務官 山崎一

也様、本日はお忙しいところありがとうご

ざいます。卓話楽しみにしています。

池田君・鳥羽警察署長 松尾敦志様、警務官 山崎一

也様、本日はよろしくお願いします。

濱口君・本日のゲスト、鳥羽警察 松尾署長様、山崎

様、ようこそ鳥羽ＲＣへ！本日はよろしく

お願いいたします。

濱﨑君・本日もよろしくお願いいたします。

・結婚記念日御祝

中村(和)君・先日行われたＩＭに参加された皆様、

大変お疲れ様でした。東谷プロデューサー

のもと大熱演された和田君最高でした。来

年は鳥羽の主幹です。しっかり準備したい

と思います。佳一君頼みます。

野村(一)君・松尾署長様、今年も見直的な卓話楽し

みにしています。来週、免許の更新でお世

話になります。ゴールドカードです。

・会員誕生日御祝

伊藤君・鳥羽警察署長 松尾敦志様、本日の卓話楽し

みにしております。どうぞよろしくお願い

いたします。

中村(泰)君・本日もよろしくお願いいたします。

・結婚記念日御祝

村瀬君・本日は年末のお忙しい中卓話にお越しいた

だき、鳥羽警察署署長 松尾様、警務官 山

崎様、ありがとうございます。

阿部君・本日もよろしくお願いいたします。

山本君・来週14日(水)はクリスマス家族例会です。

皆様のお越しをお待ちしております。

柴田君・結婚記念日御祝

林 君・夫人誕生日御祝

谷水君・鳥羽警察署 署長 松尾敦志様、山崎一也様、

ようこそ鳥羽ロータリークラブへ。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。先日の

ＩＭ、とても勉強になりました。来年の60

周年楽しみですね！

和田君・松尾署長、本日はよろしくお願いします。
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