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本日の例会案内
＊会員卓話―吉田憲市君
＊100 万㌦ランチ BOX

第 2222 回 例会内容（9/22）
☐会長の時間
会長 野添 勝久 君
皆さん、こんにちは。
今日 9 月 22 日は高鍋ロ
ータリークラブにとって
2022 年 9 月 22 日第 2222
回目と２が 9 個並ぶ記念
すべき日です。
また世界規模で海岸の
ごみ拾いとその調査が行
＊
われる国際ビーチクリー
ンアップデーと、
・花園ラグビーの日：石田幹事はご周知と思いますが、
2019 年（令和元年）9 月 22 日に東大阪市花園ラグビ
ー場でラグビーワールドカップ 2019 日本大会の初戦
となる「イタリア対ナミビア」の試合が行われたこと
から日本記念日協会により認定・登録されました）
・カーフリーデー：できる限りマイカーを使わず電車等
公共機関での移動をして地球環境に配慮するとなって
いますが、車もＥＶ化が急激に進んでいます。これも
変わるかもですね。都会では可能かも知れないけど宮
崎等の遠隔地は大変難しいですね。
・奴隷解放の日：アメリカ合衆国大統領のリーンカーン

野 添

会報

勝 久

中 武 功 見
石 田 喜 克
毎週木曜日 12：30～13：30
ホテル泉屋 2 F
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1368-4
ホテル泉屋内 TEL・FAX 0 983-21-1636

高鍋ロータリークラブテーマ
『無理なく、居心地の良い楽しいクラブに』
第 2730 地区ガバナー
山ノ内 文 治
中部グループガバナー補佐
藤 本 範行
RI 会長テーマ 『想像してください。
私たちがベストを尽くせる世界を。』
第 2730 地区テーマ 『知力を高め 未来に繋げ
多様性あるロータリークラブの実現に』
9 月の月間テーマ
基本的教育と識字率向上月間
次週例会案内；10 月 6 日（第 2224 回）
＊
＊米山ランチ BOX
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊米山月間卓話―茂木晃君
＊理事会
が 1862 年 9 月 22 日に「奴隷解放予備宣言」を発表し
た日で翌年 1 月 1 日に本宣言をして合衆国の指定され
た地域において奴隷とされているすべての人々を開放
したとあります。 実にアメリカ合衆国で奴隷制度が
1619 年に始まって 1865 年「アメリカ合衆国憲法修正
第 13 条」を終点で 246 年間もの長い間この悪しき制
度が続いたことになります。
私事です。16 日に鹿児島の出水ゴルフクラブで恒例と
なっています年 2 回のマルイ友の会ゴルフコンペに参加
するため、例会の後、鹿児島の出水市にて久々に逢う静
岡や鹿児島、福岡の友達と前日に食事会をしました。ホ
テルの企画で飲んで食べて泊まって 11,000 円ＧＯＴＯ
トラベル出水市バージョンで半額補助の 5,500 円で飲み
放題食べ放題です。翌日は晴天で無風状態、暑いけど絶
好のゴルフ日和でした。自身の気負いと飲み放題、食べ
放題がたたってゴルフは散々でした。何時もコンペ前日
の飲みすぎは禁物だとわかっているのに学習能力の無い
馬鹿な年寄りです。コンペ終了後の帰りは高原辺りで雨
が降り出しました。16 時には帰宅し、「これまで経験の
したことない台風」と報じられていましたので台風対策
をしました。18 日夕方から 19 日明け方まで結構強かっ
たけど若干西側を通った関係もあり、台風情報ほどでは
なかった気がします。ただ出水地方は台風の中心が通っ
ているので、気になり電話をかけてみましたが、やはり
予報ほどは感じられなかったようで良かったです。ただ

時間の経過とともに県内にはかなりの深い爪を痕残した
ようで、不幸にして被災された方には心よりお見舞い申
し上げます。
会長の時間はこれで終わりますが、本日は高鍋警察署
署長の室屋利治様をお招きして卓話をして頂く事になっ
ています。本日もロータリーをお楽しみください。

☐幹事報告
＜文書案内＞
＊米沢上杉 RC より 14 号台風
のお見舞いメールが届き
ました。
＊公式訪問の報告書＆集合
写真の提出依頼
（10/11〆切）

幹事 石田 喜克 君

☐外部卓話
高鍋警察署長 室屋 利春 様
＜私の警察人生＞
高鍋警察署長の
室屋でございます。
皆様には、日頃から
警察行政全般に深
いご理解とご協力
を賜わっておりま
す事に対しまして、
深く感謝申し上げ
ます。また、今回は、2222 回ということで、記念すべき例
会におよび頂き、ありがとうございます。
さて、本題に入ります前に、警察署から二つお願いがご
ざいます。
一つ目は、『東児湯ハンドアップ運動』の推進について
です。運動の中身は、
＊信号機のない横断歩道を渡るときは、手を上げたり、顔
を向けたりして、渡る意思表示を明確にすること。
＊車両の運転者は、信号機のない横断歩道に歩行者いる
ときは、横断歩道の手前で停止して、横断歩行者を優先
する義務があること。になります。歩行者がいるのにそ
のまま行ってしまうと、歩行者が手を上げている、いな
いに関係なく、横断歩行者妨害にとわれますのでご注
意ください。
二つ目は、『廃棄物の適正処理』についてです。管内で
は、廃棄物の不法投棄や不法焼却が後を絶ちません。昨年
は、不法焼却 5 件、不法投棄 2 件を検挙しています。検挙
されますと、罰金刑に処せられます。当署の例でいきます
と、公務員の方がゴミ袋 3 袋を路上に不法投棄し、30 万
円の罰金、事業で出たゴミを燃やした親子が合計 80 万円
の罰金を支払っています。不適正処理をすると高い罰金
を支払わなければならなくなることを皆さんに知って欲
しいと思っています。
それでは、『私の警察人生』と題して、お話しさせて頂
きます。私は、昭和 40 年に小林市の夷守台の麓で生まれ

ました。実家は農業と林業を営んでおり、親は、私が家業
を継ぐものと思っていたようです。しかし、私は、子供の
ころから農業全般に適性がなく、林業についても、当時、
父は、馬車を使って林業をしていましたが、私が馬に餌を
やっている時に馬から肩を噛まれて、馬恐怖症になりま
した。そんな時、私が通っていた小学校に、制服姿の警察
官が来られ、その姿に一目惚れしてしまったのです。それ
で、中学校に入るとすぐに、近くの駐在所に行き、直接、
警察官になる方法を聞いてみることにしました。駐在所
のお巡りさんは、すぐ願書を出して書いてくるように言
ってくれましたが、私が中学生だと分かると、とりあえず
高校に進学するように教えてくれました。そして、小林高
校を卒業後、宮崎県巡査を拝命することが出来ました。父
は最後まで反対していましたが、母が説得して許しを貰
いました。両親が生きていたら、私が署長になったことを
喜んでくれたのではないかと思う次第です。
話は飛びますが、警察署の組織について説明しておき
ます。署長と副署長の下に、七つの課があります。警務課
は、庶務とか総務の役割があり、会計課は、署の会計事務
のほか、拾得や遺失も扱います。刑事課は、刑法犯の捜査
や組織犯罪、銃器薬物関係の捜査を担当しています。生活
安全課は、刑法以外の犯罪、特別法犯の捜査をする生活安
全係と少年係があります。地域課は、交番や駐在所、パト
カーを管理しています。交通課は、交通法犯の取締り、交
通事故、交通安全活動を行います。警備課は、災害警備や
要人警護、外事などを所掌していきます。最後に、警察署
では、無料の宿泊施設を運営しています。どなたでも宿泊
できますが、皆さんはご利用禁止です。（留置所）
次に私の経歴に触れておきます。
振り出しは、宮崎南署の新町派出所でした。管区機動隊
勤務を経て、同署のパトカー勤務となりましたが、その頃
には、「暴力団担当の刑事として、取り調べのエースにな
ること」が目標となっていました。パトカー勤務の傍ら刑
事第二課でコピー取りなどの手伝いをしたこともあり、
次の異動で刑事第二課員に抜擢されました。しかし、落と
し穴はあるもので、私の担当は暴力団ではなく知能犯で
ありました。それでも、刑事になれたことは喜びであり、
刑事は、お茶くみ 3 年と言われる通り、勤務に励んでおり
ました。ところが、ろくすっぽ仕事も覚えていないのに、
何のまぐれか、巡査部長試験に合格してしまったのです。
次の異動先は、延岡警察署でした。係は警備課の外国人
担当です。これからは、警備の道を究めようと覚悟したと
ころ、今度は千葉県警に出向する事になり、それから 2 年
間、成田空港の警備をしました。そして、県警本部の捜査
第一課に戻して頂きまして、そこで、警部補に合格するこ
とが出来ました。警部補での赴任先は高千穂署で、刑事課
の係長をさせて頂く事になりました。本格的に刑事の道
に入ることが出来たと、その時は思いました。しかし、ま
た転機は訪れました。生活安全係長になるはずの先輩係
長が、やりたくないとダダをこねるという思いがけない
状況となったのです。結局、わたしが、生活安全係長を引
き受けることで決着しました。これが私にとって最大の

転機となりました。生活安全部門との出会いです。私の生
□出席報告
出席副委員長 向山 健一 君
活安全畑を決定づけたのは、警視庁生活安全部生活経済
課への 2 年間の出向でした。この出向で、最新の操作技能
出席状況（9/22）
を手に入れることが出来ました。帰県すると、県警本部生
会
員
数
42 名
活環境課の生活経済係長を任せて頂き、その後、警部に昇
出席会員数
32 名
任してえびの署の刑事課長、都城署の生活安全課長、特別
ホ ー ム 出 席 率 78.05％
機動警察隊勤務を経て、ついに、本部生活環境課生活経済、 修正出席率
％
風俗特捜班を率いる立場となりました。ここからの 4 年
間で、様々な事件を手掛けまして、多額の犯罪収益剥奪に
より、警察庁長官賞を頂く事が出来たのは光栄でした。生
活安全部の捜査は、刑事部が事件発生後に犯人を捜し出
すのに対し、被害者も犯人もわかっているが、犯人をどの
法律にあてはめて捕まえるかが難しいという特徴があり
ます。これをやり遂げるのが、私の警察人生の重要な部分
となりました。警視になりましてからは、日向署の刑事官、
本部生活安全企画課の指導官、県の消防保管課長等を経
験させて頂きまして、昨年から高鍋警察署長を命ぜられ、
現在に至っております。これまでいろんな失敗を経験し
ましたが、一生の支えとなる良き思い出も沢山手に入れ
ソングリーダー 多賀学昭君
る事が出来ました。あと 3 年で定年ですが、失敗事例を含
め後輩たちに伝承出来ればと思っております。
最後までお聞き頂きまして、有難うございました。

ピアノ演奏 森幸子さん

卓上の花

日も風も星も
作曲 古関裕而

講師紹介 酒井義之君

☐BOX 披露
親睦活動委員長 桑野 倫夫 君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
【野添勝久君】室屋利春様、
本日は卓話をありがとう
ございます。
楽しみにしています。
【石田喜克君】室屋利春高鍋
警察署長をお迎えして‼
【井上博功君】室屋高鍋警察
署長をお迎えして。宜しくお願いします。
【酒井義之君】室屋高鍋警察署長様講話の依頼快諾いた
だきありがとうございました。
本日はよろしくお願い致します。

1.さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ
出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ
2.朗らかな昼だ われらはロータリアン
みんな楽しく みんな胸張り
さあ 語りあおう
日も風も星も ラララ光るよ
3.みちたりた夜だ われらはロータリアン
今日は奉仕を 明日も奉仕を
さあ 夢見よう
日も風も星も ラララ光るよ

