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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 守屋 紀忠 会長エレクト 石山 智司 幹 事 大藤 勉

№３０第２４７０回 例会 令和元年５月３０日

■司会:瀬戸 亨一 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：それでこそロータリー

・6月6日：フォーラム、理事会・6月13日：休会・6月20日：休会・6月27日：夜間例会、納会◇プログラム

原、太田、田中、◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(７名)

２４７０回 15(13) ６ 46.15％ － － 百瀬、井上、石山、桜川さん

２４６８回 15(13) ９ 69.23％ １ 76.92％ 百瀬さん◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(１名）

高谷俊秀さん◇ゲスト：

｛(社) 機動隊員等を励ます会常任理事｝

◇出席報告：

瀬戸亨一委員

◇会長報告 守屋紀忠会長

1．ロータリーデー募金キャンペーンが中止になり、

キャンペーン負担金の半額をポリオ撲滅寄付に回す

ことになりました。大磯 RCは5,000円となります。

2．規程審議会=4月14日~18日、シカゴで開催=提出

立法案採否一覧表を回覧します。

3．6月6日(木)第１例会は次年度活動計画について

フォーラムを行いますので、各自ご準備お願いしま

す。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．2019年規定審議会報告会のお知らせ：

6月15日(土)14:30~16:30 ミナパーク６Ｆ

2．2019－20年度国際ロータリー会長のマローニー

夫妻が当地区訪問歓迎会:8月7日(水)17時~、鎌倉パ

ークホテルにて
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3．6月ロータリーレート:110円

4．例会変更：平塚西RC 6月26日例会を23日に

5．次年度のロータリーの友8月号原稿募集クラブの

同好会,クラブの課外活動について原稿提出お願い。

6．小諸ロータリークラブ週報13週分到来。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 新宅文雄さん

・守屋紀忠さん：

高谷様、本日は卓

話 よろしくお願

いします。

・河本親秀さん：

高 谷 さ ん よ う こ

そ。本日は卓話よ

ろしくお願い致し

ます。

高谷俊秀様本日は卓話よろしくお・新宅文雄さん：

願い致します。

☆河本親秀さん：

第8グループ申し

合わせ事項のう

ち、「湘南よさ

こ い 祭 り 協 賛

金」について昨

年8月の会長幹事

会で次のように

変更が決定され

ました。

変更箇所：

新：「協賛額は各クラブで自由に決定出来るものと

する。」

旧：「協賛費用は平塚5クラブ、1クラブ3万円、大

磯･二宮クラブ、1クラブ1万円」

次年度クラブ活動計画書に変更を反映お願いします。

今日は高谷さん(紗帆さんの父上)が常任理事を務め

られている「機動隊等を励ます会」についての卓話

にお出で頂きました。随分前にお話があったのです

が、こちらの都合で今日になってしまいました。紗

帆さんの近況なども含めお話し頂ければと思ってお

ります。どうぞ宜しくお願い致します。

守屋会長、大☆湘南よさこい祭り協賛について：

藤幹事より第８グループ会長幹事会の模様･雰囲気

が報告され討議の結果、今年は協賛しない事に決定

されました。

◇卓話

一般社団法人

機 動 隊 員 等 を 励 ま す 会

常任理事 高谷俊秀さん

私は新日鉄時代に会社に在籍し、その後、日鉄住

→日鉄と変わりましたが関係はしていません。新日鉄金

時代に顧問になった時、この「機動隊員等を励ます会」

を何とかっやって欲しいと

頼まれ,時間が出来た事と機動隊に非常に興味があ

りましたから受ける事になりました。

話しの前にお礼を申し上げたいのは、私の長女の

高谷紗帆がロータリーに大変お世話になりました事

です。感染症の研究者ですが,大学を出て、国立感

染症研究所と東大の科研を行き来していました。感

染症研究はアメリカかアフリカに強いイギリスか留

学を思い立ったようでして、ロンドン大学に留学す

る時にも親には全然何も言わなかったし、あとでお

金はどうするのか聞いた時に、ロータリーに助けて

頂くと言う事で、親は何もしなかった事申し訳なか

った…。皆様には大変お世話になり有り難うござい

ました。

娘がロンドン大学に入って暫くして女房が癌にな

り、その抗癌治療を娘が非常に気にして帰国してし

まいました。その為に修士論文の提出は１年遅れま

したが、無事修士を卒業しまして、又東京の感染症

研究所に戻りました。最近、もう一度感染症研究を

深めるため、博士課程に入る準備をしており、又い

なくなると思います。もう親がどうこう言う歳でも

ありませんし…、本人は元気でやっております。い

ろいろお世話になり有り難うございました。

少し前に東京中央ＲＣに頼まれて会の話をした事が

ありまして、私にとって地元でもあり娘も大変お世
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話になった事も有り、一度お話をさせて頂きたいと

参った次第です。

お配りした資料に基づいて会の話をしたいと思いま

す。

配布資料：

・会のパンフレット

・機動隊員等を励ます会について

・過去4年間の講演会リスト

・励ます会の役員リスト

・入会申込書

・活動の写真 2枚

・機関誌平成31年新年号、4月号

「機動隊等を励ます会」創立の契機

皆さまの世代ではご存じと思いますが、昭和44年

東大安田講堂事件、昭和47年の浅間山荘事件=第１

機動隊の内田さんを含めて２名の殉職が出た。警察

はよほどの事がないと銃を打たない事になっている。

当時の過激派はライフルで機動隊員を狙い撃ちして

くる状況。機動隊は楯を持っているだけで他に何も

持っていない。ちょっとした隙を狙って撃たれると

いう厳しい状況にありました。今でも警視庁に行き

ますと、第1機動隊隊長の内田さんの写真が貼って

あります。皆がそれに思いを持っている事だと思い

ます=これを見ていると、空理空論の過激派に対し

て機動隊員が権力の犬だとか何とか言われながら必

死にやっている姿を見るにつけ、機動隊の方が可哀

想ではないか,支援するべきではないかという声が,

その当時の新日鉄の中で起こりました。これはある

種新日鉄の文化のような印象を私は持っています。

もう一つ、当時の警視庁、警察庁の事を考えると,

大学卒の方は半分以下だった気がします。現在の警

視庁での採用は警察官でも大卒は85％以上になって

います。経済的理由で大学に行けない高卒が殆どの

警官がきちんとした防具もなく楯一つで頑張ろうと

している姿を見ると機動隊を支えるべきではないか

という声が新日鉄の中にありました。しかしそれに

周りが付いてきてくれる事はありません。当時の新

日鉄の営業本部長がトップとなって、関連の会社、

付き合いのある商社等に働きかけて、とにかく機動

隊を支援する会を創りたいと言う事がこの会の発足

です。

昭和49年に「任意団体」として発足し、昭和51年

社団法人に認可され、平成24年に「一般社団法人」

へ移行認可された。

理事長は代々新日鉄の営業担当の副社長出身者で回

しております。

現在、会員は法人223社、個人1,086人ですが、会設

立45年経過しているので、問題は高齢化です。退

職、,高齢化、死亡などて退会が多い。ロータリー

も一緒と思いますが,新会員を獲得するんだと言う

のが永遠の課題だなあと最近つくづく思っています。

会員は総て民間人、企業で、警察官、政治家、官僚、

マスコミは入れない。

：トランプ大統領の訪日の機動隊等の「等」の意味

ような大きな警備事案がある時は、メインの機動隊、

管区の機動隊、特別機動隊が一緒になります。警視

庁機動隊が最強＋関東管区機動隊＋特別機動隊(普

段交番にいたり、所轄に勤務しながら一定期間機動

隊の訓練を受け大きな事案がある時に呼び出され

る)機動隊に冷たいものでも配る時に警視庁機動隊

だけに配る訳には行かない。全員に配る必要がある。

そのために「等」を着けてある。

：東京本部(大田区)、と8支部(北海道、組織

東北、北陸、千葉、名古屋、大阪、 中国四

国、九州=管区･警察局対応で 振り分け）

活動：警備支援が最大

トランプ大統領が来た時、神奈川県では横須賀で

護衛艦加賀を視察しましたが、その時の支援に、缶

コーヒー2,500個を送りました。数は警察と相談し

ますが、どういう物を贈るるかは暑い時には冷たい

飲物が良いかなと言う事で決める。数年前に伊豆大

島で11月に風水害があり相当寒くなっていました。

警察は自衛隊と違って自炊組織が弱い。お湯だけな

ら沸かせるという事でカップ麺を贈りました。その

都度送る物は違います。Ｇ２０大阪サミットの時は

数万の単位で動くのでどんな物をどの様に送るか警

察庁と相談しているところです。

それ以外では です。１日３回反対運沖縄の辺野古

動をやっています。反対の人を絶対怪我をさせない

ように…。トラックを運び入れるのはかなり大変で

す。９時、１２時、３時、と１日１００台以上のト

ラックが入って行きます。車で封鎖するんですが車

と車の間に人がしゃがみ込んで何人もいるんですね。

機動隊員が絶対カッとしないように,3~4人かけて少

しずつ少しずつ引っぱって剥がして運ぶ事を毎日や

っています。警察庁によれば他に広島や長崎の原爆

反対警備も大変だが、沖縄が一番大変との事です。

には上陸された時に備えて、巡視船尖閣諸島の警備

には機動隊員が乗っているとの事です。2015年から
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沖縄への警備支援を始めましたが、地域事情は微妙

で、当初はそれを機関誌に載せる事は困るというよ

うな情勢でしたが、今はそれはなくなりました。

警察庁警備局長表彰を受けた全国の機動隊員の慰

=毎年100名をシ労のために3泊4日の研修旅行の支援

ンガポール、マレーシアに送っています。相当程度

の資金支援をしています。先方で大統領府の警備な

どの見学もありますが慰労のためでもあります。キ

ャリアーで入った人は全国との交流があるが、例え

ば神奈川県警に入った人は沖縄県警に入った人との

交流は先ずありませんが、海外に出ての期間中同じ

釜の飯を喰う事でその付き合いが一生続く傾向があ

り,私共は可能な限り続けて行きたい。

1回150~180人の全国8支部で年1回の激励懇談会：

警察来賓、機動隊と同数の会員が集まり立食パーテ

ィで、飲めや歌えの会です。権力の犬と言われたり、

機動隊員と言うと奇異な目で見られる中でこれを応

援してくれる人がいるという事を知るという事や、

来賓や会員は早めに切り上げ、その後料理を出し直

して機動隊員だけで目一杯呑んで喰って大騒ぎをし

て結構という形でやっています。本部は毎年明治記

念館でやっています。

警備中･訓練中の殉職や負傷の場合の弔意、見舞

い活動

やホームページの月刊機関誌「はげまし」の発行

アップデート

毎月1回の朝食講演会の開催と機関誌による啓発

：7時半に集まって朝食をとり、1時間の話し、15分

の質疑を受けて9時20分には必ず夫々の会社に戻れ

るようにしています。これは半蔵門のホテルで行っ

ています。魅力のある講演者を探すのが大変です。

(過去4年分の講演者、題名記載リスト参照)

今年から来年にかけて警備事情は異常でありまして

=4月5月の天皇退位、即位、秋の国賓を集めての即

位告知の儀、大阪サミット、トランプ大統領の国賓

招待、ワールドカップのラグビー、来年は東京オリ

ンピック･パラリンピック等々。どうやって人数の

情報を集めるか、どうやって大変な量を効率的に最

前線に届けるか毎

日バタバタしてい

ます。

今日は有り難う

ございました。

以上

令和元年度町ぐるみ美化キャンペーン

日 時：5月26日(日) 7:00~8:30

場 所：滄楼閣の裏海岸

参加者：河本、新宅、大藤、石山、田中、桜井、

瀬戸、石山商事から10名お手伝い

好天に恵まれました。ゴミは殆ど流れ着いた小枝,

海藻類でした。毎年ゴミは少なくなっていると感じ

ます。8時頃終了。

参加者が例年より大変少なかった。大磯クラブの隣

の割り当て区分の参加者はゼロ!!。海岸清掃だけで

なく町中クリーンキャンペーンなので,居住地区の

清掃で海岸には来なかったか??

駐車場が無くなり、困った。来年は一考を要す。


