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下館ロータリークラブ会報
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2820

筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

会 員 卓 話
　 　 薄 井 章 一 会員

　　　　　　　
　　　　　 外 部 卓 話
筑 西 市 国 際 友 好 協会
　　   日向野 ひさ子 様
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

幹 事 報 告   　　  潮 田 武 彦 幹事

○地区財団ニュース１月号受理

○青少年奉仕委員会だより受理

○風の便り受理

○下妻ＲＣ会報受理

○地区親善野球大会の案内　

　５月26日　水戸総合運動公園　７：30 登録

○地区研修チームセミナーの案内

　３月24日（土）13：00 登録

　ホテルクリスタルパレス

○2018学年度米山奨学会生期間終了式開催案内

　３月９日（土）９：30 受付開始  つくば山水亭

○地区大会のご案内

　大会１日目 ４月20日（土）　11：30 登録

　　　　　　 水戸プラザホテル

　大会２日目 ４月21日（日）　 ８：00 登録

　　　　　　 茨城県民文化センター

卓　　話　 　秋葉　勇 筑西警察署長

我々の仕事の基本に思うこと

　この度、下館ロータリークラブ例会におきま

して、至らない私が貴重な卓話の時間を頂き深

く感謝申し上げます。また、日頃から永井会長

様をはじめ会員の皆様には、管内の治安維持活

動に対しまして多大なご理解とご協力を賜り、

厚く御礼を申し上げます。

　今回、卓話としまして「私が思う警察組織に

おける仕事の基本等」について申し上げたいと

思います。

　私は、一生の仕事として、２年間勤めた一般

の会社から転職し、昭和54年４月に本県警察

官を拝命しました。あれから早40年が過ぎよ

前々例会報告     第2866回   2019/2/13（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

秋 葉 　 勇 様（筑西警察署長）

会 長 挨 拶 　　永 井 啓 一 会長

　本日のお客様を紹介します。茨城県筑西警察

署長 秋葉勇様です。

　最近、テレビ報道では、あおり運転の映像が

流れています。ドライブレコーダーや携帯電話の

普及で危険運転が証明されています。福島では、

警察と連携して現行犯逮捕されています。あお

り運転は信じがたいのですが、なくなることを

願いたいものです。常に市民生活の安全と平和

を守るために尽力されております秋葉警察署長

様に本日の卓話をお願いしております。宜しく

お願い致します。

　今月は、平和と紛争予防 / 紛争解決月間です。

２月23日は、ロータリー創立記念日、世界理

解と平和の日です。小さな争いが大きな争いに

ならないよう祈念したいです。連絡事項ですが、

２月11日に朝日新聞に母子島遊水池でのダイ

ヤモンド筑波の記事が掲載されています。２月

14日（木）６時50分頃見られます。その日は、

天気が悪くても各種イベントが催されます。参

加御自由ですので、是非参加してください。

　再度ご案内しますが、２月17日（日）ＩＭが

ダイヤモンドホールで 12時30分受付、13時

30分開会です。ご参加願います。３月31日（日）

母子島で10時から花見例会及びクリーン作戦

を実施します。２月20日（水）親睦と情報勉強

を兼ねて下妻市の不動で行いますので、参加願

います。４月21日県民センターで登録８時点

鐘９時です。近くなりましたら、ご案内します

ので宜しくお願いします。４月２日（火）国際ソ

ロプチミストつくば主催のチャリティーゴルフ大

会の案内が来ております。要項につきましては、

各テーブルに置いてあります。参加の方は宜し

くお願いします。会員の皆様が健康に留意され

ますよう申し上げて挨拶とさせて頂きます。



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

組織を築き上げていた時代と今、若者がこれか
ら社会を背負って築いていく時代には大きな
ギャップがあります。そのギャップを引き継ぎ
時代において、いかに良いところを伝承させて
いくかであろうかと思います。それには、若者
の特徴を充分理解した上において、対応してい
かなければならない課題であろうと感じており
ます。そして、働き方改革を踏まえたワークラ
イフバランスについては、我々の時代における
働き方では今の若者時代に乗り遅れる事と思い
ます。これから、仕事に従事するスイッチのオ
ン・オフを明確にして、長時間労働や時間外労
働の縮減、そして労働生産性（成果）を上げ満足
いくワークライフバランスをすることであろう
かと思います。ただ、我々組織の場合は、いつ
何時何が起きるか分かりません。管内の有事即
応体制を図る義務がありますので、その問題を
抱えつつその都度、働き方を改善しながら、市
民の安全安心活動に全力を尽くしていきたいと
思います。
　結びに、まとまりのないお話をさせて頂きま
したが、知って頂きたかったことは只今申し上
げた通りでございます。
　あわせて、下館ロータリークラブの益々のご発
展と永井会長様をはじめ会員の皆様のご多幸と
ご健康をご祈念申し上げ卓話としたいと思います。
　本日は、誠に有り難うございました。

筑波山頂に朝日
　筑波山の山頂から朝日が昇る「ダイヤモンド筑

波」が今年も、14日になりました。筑西市は同

日早朝、撮影スポットの母子島遊水地に集まる

カメラマン等のために、温かいスープや缶コー

ヒー（各500人分）を無料提供しました。

　ダイヤモンド筑波が見られるのは年２回。18

年10月28日には1,200人集まった。今回は、

イチゴや干しイモなど地場産品を販売するテン

トを設けられました。

うとしています。その間、微力ながら県内の治

安維持活動に全力投球をしていますが、今春、

警察人生を閉じようとしています。

　警察官を拝命した頃を思い出しますと、これ

まで諸先輩方が築き上げてきた宝とも言える地

域の皆さんからの信用・信頼は絶大であったよ

うに記憶しています。しかし、近年、時代の流

れとその変化により、警察に対する市民感情が

変化しているように思うところであります。こ

のような変化に伴い、私は、署長室に、市民の

皆様への対応について「私の誓い」として、「仕

事の基本」と題し、

○常に市民目線・市民目線を意識して

○いざという時に市民の頼りになる筑西警察

署・署員でなければならない

という言葉を掲げ努力しています。また、管内

の治安を預かる責任者の１人として、全署員に

対し指導しているところです。そして、自覚を

持ち、これを仕事の基本としてあらゆる物事に

対し自己責任の下、「最終決断」をしています。

　何故かと言いますと、我々の仕事は、市民の

皆様一人一人の安全・安心を図るために、すべ

き様々な責務があります。その責務を果たして

いるかどうかの評価は、我々の組織がするので

はなくまさに、市民の皆様が評価者であると考

えています。ですので、

○市民第一を考えて仕事をする

ことが基本になるのです。

　今後、目まぐるしく変化する治安情勢から警

察運営に思うところは、市民の皆様が求める警

察責務への対応は、社会情勢によってハードル

が高くなり、その業務を取り巻く市民からのご

要望は強くなっているような気がします。そこ

で、繰り返しになりますが、常に業務の対応に

ついては、

○市民目線に立って

　そして、目線を意識して考え市民感覚を持っ

た組織が求められると思っています。また、市

民の立場に立って物事を考え、行動できる一人

一人でなければならないことも当然ではないか

と思います。

　次に、

○世代交代されている社会への対応

です。我々の組織も企業の皆様の組織も若者へ

の引き継ぎ時代を迎えています。当然、我々が



4つのテスト　①真実かどうか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　④みんなのためになるかどうか

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

前例会報告     第2867回   2019/2/17（日）

国際ロータリー第2820地区　第５分区

インターシティ・ミーティング開催
　平成31年２月17日（日）ダイヤモンドホール

にて2018-2019年度インターシティミーティ

ングが、ホスト筑西きぬロータリークラブによ

り開催されました。

　今年度のテーマは、「地域そして次世代への

連携」として開催され、第５分区内各クラブ招

待団体による発表がありました。

　下館商工会議所青年部　　　　桑原　勤 会長

　結いプロジェクト　　　　飯野　勝智 　会長

　下館法人会桜川地区会青年部会

　　　　　　　　　　　　　尾見　由和 副会長

　一般社団法人下妻青年会議所

　　　　　　　　　　　小口　泰永 直前理事長

　公益社団法人下館青年会議所

　　　　　　　　　　　　　大塚　昌嘉 理事長

　ジョブフェア実行委員会　廣瀬　一重 委員長

　筑西４Ｈクラブ　

　　　　　　　倉持　純一 副会長兼関城支部長

スマイルＢＯＸ  葉  章 二 委員長

▼永井　啓一さん　筑西警察署長 秋葉勇様、卓
話楽しみにしておりました。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　茨城県筑西警察署長 秋葉勇
様、本日の卓話宜しくお願いします。

▼関谷　　徹さん　筑西警察署長の卓話、楽し
みです。

▼加藤　昌美さん　筑西警察署長 秋葉勇様、よ
うこそお出で下さいました。卓話楽しみです。

▼中里　泰久さん　秋葉筑西警察署長、ようこ
そ！卓話、宜しくお願いします。

▼神山　芳子さん　筑西警察署長 秋葉様、卓話
宜しくお願い致します。

▼新井　利平さん　筑西警察署長様、卓話ご苦
労様です。

▼岩﨑　晴男さん　秋葉警察署長さんの卓話を
祝して。

　明日のダイヤモンド筑波、晴れますように。

▼百目鬼博行さん　筑西警察署長 秋葉様の卓話
を記念して。

▼佐藤　　昭さん　筑西警察署長の卓話、宜し
くお願い致します。

▼堀江　　勤さん　筑西警察署長 秋葉勇様の来
訪を記念して！卓話、宜しくお願いします。

▼宮田　憲一さん　筑西警察署長 秋葉勇様、お
忙しい中ありがとうございます。卓話、楽し

みにしております。

▼塚田　砂与さん　筑西警察署長 秋葉勇様、卓
話ありがとうございます。

　本日も宜しくお願いします。

▼内山　勝洋さん　筑西警察署長 秋葉様、本日
はようこそお出で下さいました。卓話、宜し

くお願い致します。

▼薄井　章一さん　秋葉署長、卓話宜しくお願
いします。

▼葉　　章二さん　筑西警察 秋葉署長、卓話宜
しくお願い致します。

本日の合計　18,000 円　累計　714,000 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋 委員長

免除病欠

1

欠席数

10

出席数

20

会員数

31


