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●本日の司会       （内藤 征一副 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

●国歌・ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

昭島警察署 署長 西尾仁志様 
 

米山奨学生 レ ホアン アンさん（米山奨学金授与） 

皆さん、お久しぶりです。2 月

は、ベトナムのハノイに 2 週間、

帰省をしていました。日本へ帰っ

てからすぐ大阪へ行き、その後に

ゼミの合宿で群馬へ行ってきま

した。 
 
 

 

●会長の時間        （伊藤 満雄会長） 
 

本日は会務報告に代えさせてい

ただきます。 

先日の地区大会は多くの皆様

にご参加をいただきありがとう

ございました。 

当日、長寿の記念として小山会

員に記念品が贈られました。 
 

～小山会員より一言～ 

古いクラブでは何人かいるようで

すが、我がクラブでは第 1 号の長

寿の記念だということでびっくり

いたしました。これも皆様のお陰

を以って、健康でいられたからで

す。どうもありがとうございまし

た。 
 

また当日、米山記念奨学会より

個人平均寄付額 2 万円達成クラ

ブとして感謝状をいただきまし

た。 

今後とも、米山記念奨学会へご

寄付をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 

 

5 月 19 日（火）国際ソロプチミスト昭島主催のチャリ

ティーゴルフが開催されます。追ってゴルフ部より皆さ

んにお知らせをいたします。 
 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 

 

2014-15 年度国際ロータリー会

長 ゲイリーC.K ホァン様より、

東京昭島中央ロータリークラブ

の皆さまへ創立 25 周年のお祝い

のお手紙が届いております。 

2 月 27 日（金）第 1 回昭島市民

くじら祭企画委員会へ志賀会員

と岡野会員に参加をしていただ

きました。 

同日、親睦委員会の炉辺会議を開催いたしました。 

東京西ロータリークラブ創立 60 周年記念式典・晩餐会

のご案内がきております。 

※日時 5 月 29 日（金）記念式典 17:00 晩餐会 18:00 

※会場ホテルオークラ東京 

※会費 20,000 円 
 

●入会式         （下田 育立新会員） 

 

 

2015 年（平成 27年）3月 4 日（水） 

第 1221 回 例会報告 
 



※ご挨拶 

本日は誠にありがとうございます。私は、昨年の 12 月

に立川青年会議所を卒業いたしまして、義父であり社長

でもある伊藤会長と小島幹事にもお誘いをいただき、入

会をさせていただきました。 

仕事は昭島のデイサービスの事業所の施設長をしてお

ります。仕事とロータリークラブを両立させていこうと

思います。至らない所も多いと思いますので、今後とも

ご指導のほど、よろしくお願いいたします。 
 

「卓話」  （昭島警察署 署長 西尾仁志様） 

 

初めに自己紹介をさせていただ

きます。私は昭和 30 年生まれの

59 歳です。来年 2 月に警視庁を退

職いたします。出身は雨が多くて

有名な尾鷲です。男 3 人の末っ子

で、経済的にも厳しく大学などと

いうことはとても言えませんで

した。ですから、警視庁に入って

仕事をしながら、夜間大学へ通いました。20 代は武道小

隊で修業をし、30 代は刑事部へ行き、本部では捜査 3 科

というところで、偽札 G メンやオレオレ詐欺のはしりの

事件を担当しました。1 億円の被害が出た事件の犯人を追

っていました。40 代で、刑事部で生きていこうと思って

いましたが、人事とは自分の思うようにいかず、生活安

全部へいくようにと、召集令状がきました。そこで子供

達を食い物にする犯罪、主に児童福祉法違反や職業安定

法違反を取り締まっていました。50 代で、犯罪抑止対策

本部の管理官をやっておりました。昭島には昨年の 3 月

に参りました。退職まであと 1 年昭島市民の為に頑張っ 

ていきたいと思います。 

何を話そうかと考えたのですが、警察の尊敬する先輩を

紹介したいと思います。 

⇒大川常吉 

関東大震災の時の鶴見警察署長で、朝鮮人 300 人を救

った人です。震災時、朝鮮半島は日韓併合で日本の統治

下にあり、新しい生活を求めて日本に渡ってきた朝鮮人

の方がたくさんいました。差別や蔑視を強いられていた

わけですが、暴動により各地で朝鮮人労働者の抗議活動

が行われていました。このような社会情勢不安の中、朝

鮮人が蜂起したとの流言、飛語が各地に広まりました。

各地では自警団を作り、朝鮮人の皆さんに対して傷害な

どを起こしていました。鶴見でも自警団に追い立てられ

た 300 人の朝鮮人が、救いを求めて警察署に逃げてきま

した。この時、1000 人の日本人が警察署を取り囲み、乱

入しようとしました。大川常吉署長は、日本人の前に立

ちはだかって、「朝鮮人を殺す前に、先ずこの大川を殺せ」

と言い、朝鮮人が井戸に毒を投げたという人々に対し、

それなら自分が井戸の水を飲んでみせようと皆を制止し

ました。その態度に皆は心を打たれて、それ以上、手を

出さなかったということです。そして、翌日、船で朝鮮

人を避難させました。 

大川さんは 63 歳で亡くなりましたが、その 12 年後、

在日の朝鮮人の方々によって、石碑が建てられました。 

その命を掛けた勇気は時代を超えて、我々の胸を打つも

のがあると思います。 
 

※謝辞（今藤 貫徳会長エレクト） 

本日はご多忙中、貴重なお話をしていただきありがと

うございました。 

昨年もお越しいただいた青少年野球教室を今年も開催

する予定ですので、是非、ご出席いただき、子供達に元

気な挨拶をするように、署長さんから一言いただければ

と思います。 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

 
 

◎伊藤会長 下田君の入会を祝し 西尾署長、本日

の卓話ありがとうございます 
 

◎今藤会員 PP 会の皆様 先日はお気遣いを頂き、

どうもありがとうございました。 
 

・小島幹事 西尾様、本日は宜しくお願い致します。

下田様、ようこそ。 

・石岡会員 西尾署長様 卓話ありがとうござい

ます。 
 

・石川会員 昭島警察署長さんをお迎えして。 
 

・前澤会員 下田さん入会おめでとうございます 
 

3 月結婚記念 

伊藤会長・岡野和弘会員 
 

●出席報告        （若杉 司出席委員） 
 

会員数  47 出席義務会員 45 名 

本日の出席 26 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 
 

岡野 景子社会奉仕副委員長 

2 月 27 日（金）第 1 回昭島市民くじら祭企画委員会が

開催されました。 

内容といたしましては、自己紹介、正・副委員長の選

出、昨年の反省（大くじらについては、今年は修理をし

て使う。新規については来年度検討。）、今年度の実施日

（8 月 1 日、2 日）などです。 
 

曳地 義正国際奉仕委員長 

昨年、皆様にご協力をいただいた車椅子ですが、1 月

19 日、パラグアイの首都アスンシオンに到着しておりま

す。現在通関作業中ということで、3 月中に引き渡しが行

われ、4 月に贈呈式を予定しております。 
 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

3 月 11 日（水）「卓話」 

昭島消防署 署長 小林一広様 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）

 


