
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：バリー・ラシン 
第 2550 地区ガバナー：  伊東 永峯 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
                12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2826回 村山年度 第9回   会報 2018 9-26  司会 吉光寺政雄君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  井出 法 君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 9月26日 37（7） 29（5） 8（2） 82.9％ 

前回 9月12日 37(7) 33(6） 4(1） 91.7％ 3人 100％ 

 栃木県那須塩原警察署長 
宇賀持久男様 

てお話ししたいと思います。皆様もご承知のとおり、
テニスの大坂なおみ選手が、全米オープンテニス
大会でセリーナ・ウイリアム選手を下し優勝しました。
セリーナ選手といえば、これもご承知のとおり長い
間女子テニス界の女王として君臨している方です。
ちょっと調べてみましたが、シングルスの優勝回数
は72回、中でも2002年全仏オープンから2003年の
全豪オープンまで4連勝し、いわゆるグランドスラム
も達成している物凄い選手です。 
 こんな選手に大坂なおみさんが勝ってしまいまし
た。近年の活躍は承知しておりましたが、正直、優
勝は予想できませんでした。テレビでライブ放送を
見ておりましたが、それこそ、鳥肌が立ってしまい
ました。ここまでは良かったのですが、これもご承
知の通り、判定に対する抗議騒動が起こってしま
いました。セリーナ選手の抗議に対する審判の説
明が、テニスのルールを超える問題にまで拡大し
てしまったようです。 
 一方、日本国内では、スポーツ組織のパワハラ
問題が相次いでいます。相撲、ラグビー、レスリン
グ、ボクシング、体操など次々と報道されています。
内容はともかく、報道する側とそれを受ける側の関
係で考えれば、これだけ続けてスポーツ関連のス
キャンダルが報道されるということは、受ける側の
我々もそうした報道を望んでいる？テレビの視聴
率が上がる、新聞雑誌が売れる。だからそうしたネ
タの収集に血眼になる。しかも、事実の確認もかな
り杜撰なまま報道している節がある。ところが、その
ことも受ける側の歓心をそそる。テレビ番組での粗
雑なやり取りや、出演者の奇抜な表現そのものが、
問題の中身とは関係なく受けて側が求めている。
そのような感じがしてなりません。振り返れば私もそ
うでないとは言えません。 
 また、スポーツ組織のパワハラそのものについて
も、ジャイアンと数人のスネ夫の関係というか、強い
チームのコーチと選手の関係は、大体こんな感 

 皆様、今日は。宇賀持署長様には、大変お忙し
い中黒磯ロータリークラブの例会にお運びいただ
き、後ほど卓話をいただきますこと、心から感謝申
し上げます。また、当地域の治安維持そして交通
安全等に、日頃よりご尽力いただいておりますこと
に対しまして、心から感謝申し上げる次第です。 
 さて、本日は最近のスポーツ関連の話題につい 
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お客様 

会長挨拶 村山茂会長 
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じではないでしょうか。普段から怒鳴っている人間
の声は、第一声でみんなに伝わりますよね。こん
なことを経験している人は案外多いと思います。だ
から、パワハラ問題は、嫌なことではあるが無関心
ではいられない。だから視聴率が上がる。新聞雑
誌が売れる。ネタ探しに血眼になる。 
 対照的だったのは、セリーナ選手の審判に対す
る態度です。日本人ではあのような態度はあり得
ないし、それこそ翌日の報道は大騒ぎになってし
まいます。そして、そのような中でも大坂選手には、
祝福の態度を欠かしませんでした。皆様はいかが
お感じになられたでしょうか。最後に、大坂なおみ
選手の快挙に対しまして、心から祝福申し上げ本
日のご挨拶といたします。ご清聴ありがとうござい
ました。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

 親睦委員会 
委員 井出 法君 

 親睦委員会の井出法です。10月17日に開催さ
れる観月会の出欠表を回覧しますのでご記入宜し
くお願いします。 

＄1=￥112と連絡が入りました。 
 ガバナー事務所より第16回RYLAセミナー報告

書が届いております。回覧してますのでご覧く
ださい。 

相馬征志君 

村 山  茂 君 宇賀持署長様 ようこそ黒磯ク
ラブヘ 

退会挨拶 

 1年6ヶ月と短かったんですが諸先輩からご指導
ご鞭撻頂き誠にありがとございました。この度、本
店の法人営業部に転勤となりました。短い間でし
たが本当にお世話になり有難う御座いました。 

 後任挨拶 前田貴宏様 

 栃木銀行黒磯支店 支店長 薄孝明会員 

 10月1日の異動で着任します前田と申します。こ
れから宜しくお願い致します。 

村山年度第9回幹事報告 
 ガバナー事務所より10月のロータリーレートは、 

2 

幹事報告 植竹一裕幹事 

委員会報告 大島三千三副会長 

ニコニコボックス 



 栃木県那須塩原警察署長 
宇賀持久男様 

 平成29年3月27日午前9時20分現在、110番入
電中。那須町大字湯元地内那須岳において雪崩
発生。生徒50名の所在が分らない模様 
 これが、栃木県那須塩原警察署長として着任後
間もない私が、最初に洗礼を受けた県警史上未
曾有の事案でした。折しもこの日は、本県の第二
次人事異動の発令日であり、当署では、約50人の
転入者に辞令を交付した矢先の出来事でもありま
した。 
 この事案は、教諭1名と高校生7名、計8名の犠
牲者を出す結果となりましたが、発生当初から本
部各部をはじめ近隣警察署の応援をいただき、遭
難者の救出はもとより迅速に被害者対策班や特別
捜査班を設置して事案解明に向けた捜査等を行
い現在も犠牲者並びに被害者遺族の方々の無念
を晴らすべく、栃木県警の威信をかけて鋭意捜査
中であります。 
2.管内概況 
(1) 署の規模等 
 このような事案が発生した当署管内は、栃木県
北部の砦として福島県と隣接しています。那須塩
原市と那須町の1市1 町を管轄し、その面積は、県
内19 警察署中最大で東京23区の約1.6倍に及び
ます。人口は1市1町合わせて約14万人。10課6交
番13駐在所で署員数178人です。昨年の全刑法
犯認知件数830件、人身交通事故の発生件数371
件、人身安全相談認知件数86件、特殊詐欺被害
10件でした。 
(2) 名所旧跡等 
 管内には、那須御用邸等の皇族方の別邸がある
ほか、那須・塩原・板室の三つの温泉郷や別荘地、
大型レジャー施設等を有し、1年間に約500万人の
観光客が訪れます。 
3.警察署の運営 
(1) 「常山の蛇勢」 
 各署員、特に5年未満の若手警察官の執行務や
各種現場での擬律判断能力を底上げし「常山の
蛇勢」の如く、挙署一体となった隙のない署運営を
行い、犯罪抑止や交通事故抑止はもとより、事件
事故発生時の素早い初動の徹底を基本としてい
ます。 
(2) プラスワンの仕事 
 我々は、「誰のために」「何のために」仕事をして
いるのかを常に念頭に置き、県民市民が我々警
察に何を求めているのかを熟知したうえで、その
目線よりさらに今一歩踏み込んだ「プラスワン」の
仕事を遂行しなければなりません。そうすることで
得られる県民市民からの「ありがとう」の一言の重
みを噛みしめ、一方で悪には徹底的に対峙し、被
疑者を検挙する「ワクワク感」を機会あるごとに教
養して署員と共に奮闘しています。 
(3) ワークライフバランス 
 今まで我々警察の仕事は、治安維持という崇高
な目的達成のために終わりなき戦いを強いられ、
休みなく仕事に専念することが美徳とされてきまし 

薄 孝 明 君 1年6ヶ月大変お世話になりあ
りがとうございました。 

植 竹 一 裕 君 本日より10月末まで、ご迷惑
おかけいたします。 

鈴 木 隆 子 君 薄さん、ご栄転おめでとうござ
います。いろいろとありがとうご
ざいました。 

国際奉仕委員会 
委員長 時庭稔君 

 皆様こんにちは、国際奉仕委員会委員長の時庭
です。どうぞ宜しくお願いします。 
 皆様ご承知の通り9月21日より30日まで、秋の全
国交通安全運動が実施されております。栃木県の
重点運動の一つとして子供や高齢者に優しい3エ
ス運動が行われております。運転する際は皆さん、
事故のないよう、また事故に遭わないよう運転して
もらえればと思っております。本日はお忙しいなか
外来卓話として那須塩原警察署長の宇賀持久男
様をお迎えいたしました。宇賀持久男様は昨年の
3月の異動で那須塩原警察署長に着任されました。
以前は県警本部の留置管理課長として勤務され
ておりました。今までに刑事部や警備部を主に
様々な職務を歴任されております。本日は長年の
警察業務の経験から、いろいろなお話を頂ければ
と思っております。それでは宇賀持署長様宜しく
お願いします。 

常山の蛇勢 
1.はじめに 
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次回例会     平成30年10月 3日    担当 米山記念奨学会委員会 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

9月26日欠席(敬称略) 
荒井昌一・石山桂子・泉 道夫・瀬尾紀夫 
髙木慶一・田中 徹・戸野俊介・和気勝利 

前回 9月12日分メークアップ(敬称略) 
澤田吉夫・藤﨑善隆・福田逸男 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

 お礼状「ハガキ」の紹介 

 前回の例会にて卓話を頂きました小島好己様より、礼
状「ハガキ」が届いております。 

た。しかし、現在は、多種多様化する業務をいか
に適正的確に対応しながら、併せて業務の効率
化・簡素化を図り、自分の時間や家族団らんの時
間を作るなど、メリハリのある勤務が求められてい
ます。署員自らが意識改革を図り、「ワークライフバ
ランス」の充実を目指すことが重要と考えます。 
4.終わりに 
 戦国武将などの歴史を紐解くと、敗者の共通項
として「情報不足」「慢心」「思い込み」を挙げた学
者がます。 
 これらを警察活動に例えるなら、慢心は、訓練を
疎かにし、想定外や油断に対処できないこと。さら
に思い込みは、確認を怠るがために致命的な結 

果をもたらすこととなります。情報過多な現在、今
後の組織運営には、情報収集と分析・検討を行い、
戦略を練り、積極果敢に実行することが重要であり
ます。そのためには、若い力を柔軟に吸収しつつ、
署長自らの研鑽と強いリーダーシップが一層求め
られるのではないでしょうか。 
 今後も、全署員とともに安全で安心な“とちぎ”の
実現に向け、童話である「桃太郎の鬼退治」に例
え「キジ」の如く高い位置から管内で今何が起きて
いるのかを具体的に情報収集し、収集した情報を
「サル」の如く頭脳をもって分析・検討して戦略・戦
術を練り、そして「イヌ」の如くその戦略・戦術を勇
猛果敢に実行していく所存であります。 
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