
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2180 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．12．4．[水] 第 2421回例会報告 

 

◎司 会                市川ＳAA委員 

◎ロータリーソング          『R-O-T-A-R-Y』 

◎ソングリーダー             笠 原 委 員  

◎ｹﾞｽﾄ ・港南警察署長       村山英彦様 

      ・第５ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 栁沼芳光様 

      ・米山奨学生        陳 奕 丞 君  

               

◎出席報告               瀧出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 30(6)名 86.1% 88.2%  84.7% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① 米山奨学生のショウ君に奨学金をお渡しします。 

② １１月２日ボルダリング体験イベントに協賛頂いた

皆さんにお礼状と収支報告書(領収書含む)をレタ

ーケースにお入れしていますのでご確認下さい。 

協賛金は当クラブから４０万円、横浜港南台ＲＣか

ら２０万円、港南区から５０万円、そして皆さん各社

から合計で３００万円近いお金が集まり事業を成功

させることが出来ました。６万円の余剰金がでまし

たので、ニコニコに入れることを委員会で決定し、

当クラブのニコニコへ４万円、横浜港南台ＲＣのニ

コニコに２万円戻させて頂きます。どうもありがとう

ございました。 

 

◎ 幹事報告               

① 台風１９号で被害を受けた岩沼市に対するサンタク

ロースとしてのプレゼントの配布と寄付について、

本日の理事会で図り、進めていきたいと思います。

実際に幼稚園でサンタクロースになりプレゼントを

配ってくださる方を募集します。１２月７～２４日の

中の数日です。参加できる方はお知らせください。 

② 本日理事会を行います。例会終了後に理事の方は

お残り下さい。 

 

◎ 第５グループ栁沼ガバナー補佐より 

旧南北と別れていましたが今年は一つのグループ 

になりましたので、横のつながりをと思い、お邪魔致し

ました。来年４月末～５月はじめ位に１１クラブ合同例



会を考えています。是非ご参加頂きたいと思います。 

台風１９号の被災地支援として、金銭的な支援と実際 

にサンタさんになって頂ける方、是非ご協力をお願いし 

ます。 

 

◎ 委員会報告  

① 親睦委員会                 青柳委員長 

・ １２月１８日(水) ディナークルーズのクリスマス家族

例会です。１８時半集合で場所は大桟橋２Ｆ『ロイヤ

ルウイング受付チケットカウンター』です。船の為遅

れての乗船は出来ません。回覧しますので、出席

のご記入をお願いします。会費は来週と当日で集

金します。お車の方は大桟橋に駐車場があります。

（割引あり） 

＊ 会員誕生日祝 

  市川会員(８日)・湯屋会員（８日）・北見会員（１０日） 

  小笠原会員(１５日)・福嶋(浩)会員(１８日)   

② ロータリー財団委員会          市川委員長 

本日レターケースにＲ財団の資料を入れてあります

のでご覧ください。１０月はＲ財団月間です。『ロータ

リーの友』や翌月のガバナー月信を是非ご覧くださ

い。 

 

◎ 高森会員より村山署長のご紹介 

 村山様は警察官に拝命されてから刑事畑の方に取り

組んでおられました。港南区に来る前は、秦野警察署

の署長を務めておられました。港南区に着任されて、港

南区は特に住民と行政の関係が強く共同の地域づくり

に取り組んでいます。この辺にも理解して頂いており、

実は署長の主催で、２時半から区役所で結団式、その

後出発式は上大岡まで行きます。関係団体の方にお

集まり頂き、非常に区民の為に熱意を注いで下さって

います。 

◎ 『卓話』     港南警察署長 村山英彦様 

 

 

 

 

 

 

１．自己紹介 

私は横浜生まれの横須賀育ち、秦野警察署に一年

半いましたが、９月５日付で港南警察署に参りました。 

 １９８３年に神奈川県警察に拝命。若いころは警察

官・機動隊・警察官の採用の仕事・監察官室。警部に

なり金沢警察署で地域課長・刑事課長。そして、東京に

出向し、関東管区警察学校で教員のような経験もして

います。戻って来て、機動捜査隊中隊長・国際捜査課

事件担当補佐、組織犯罪対策本部補佐など。その後、

栄警察署で調査官、警視になって、捜査２課、横須賀

警察刑事担当次長、刑事総務課捜査支援室長、自動

車警ら隊副隊長、山手警察署副署長、暴力団排除対

策室長、自動車警ら隊隊長、秦野警察署長、港南警察

署長となります。 

２．神奈川県警察官による最近の非違事案について 

１０月下旬から１１月の初めにかけて、半月の間に 

①建造物侵入 

②カードすり替え型窃盗 

③公然わいせつ 

④暴行容疑 

の４件、さらに『「警察官は聖職」の意識薄く』(１１月４日

産経新聞)、『神奈川県警不祥事相次ぐ・受け子で報酬、

捜査ミス隠ぺい』(１１月２２日東京)などが報道された。 

信頼回復に向け、港南警察署としても総力を挙げて仕

事に取り組む所存、ご理解を賜りたい。 

 本日は上記情勢もあり、急遽この話題にしようと思い

ました。 

３．署長として港南警察署員にどのような話をしている



か。 

 社会的に責任のあるお立場の皆様の前で、お話しす

るのはどうかとは思いましたが、港南警察署員が、普

段、私からどのような話を聞かされているのか、十数分

間、港南警察署員になったつもりで、つまらない話題と

してお聞きくだされば幸いです。 

①警察官としての在り方(「自立」と服務の宣誓) 

 我々の場合、その職業柄、非違事案を起こせば立ち

どころにマスコミの餌食になるし、県民から厳しく批判さ

れる。だからといって、そんなことにならないように非違

事案を起こさないように気を付ける、なんて言っている

うちは根本的な解決からは程遠い。 

 そもそも厳しい批判、視線がなければ自らを律するこ

とができないのは、あるべき姿からかけ離れている。 

それは他律に他ならないのであって、自律(他からの

支配、制約等を受けずに自身で立てた規範に従って行

動すること)以外に非違事案を防ぐ方法はない。 

 我々は皆、「県民の安心・安全を守る」という使命と誇

りを胸に警察官になったはず。 

もう一度、その「原点」に戻って。警察官としての志を

忘れずに。仕事を、また、仕事のみならず私生活を振り

返ってもらいたい。 

○自律の方向付けのヒント１～阿久悠の父親の言葉 

→阿久悠のエッセイ集「昭和おもちゃ箱」から「アタマと

シッポ」(「正論」平成１２年５月号) 

阿久悠「父は、淡路島を中心に田舎の駐在所ばかりを

転々としていた警察官だった」 

 「警察官が笑われたら、秩序が乱れる。笑われないよ

うに、笑われないように努めた。」 

 「その仕事、その仕事で言っちゃいけない言葉がある。

それを言っちゃお仕舞だよ、という禁句がある。それは

『警察官だって人間なんだ。』」 

 これさえ言えば楽になる。これさえ持ち出せば許され

るというのなら、警察官なんてただの道具、何の値打ち

もないということである。 

人間だから愚かもします、人間なんだからしょうがな

いでしょう、警察官だって人間なんだから、愚かの一つ

二つ、悪さの三つ四つは。大目に見てくださいよ、と言

い始めたらどうなる、という意味であろう。 

○自立の方向付けのヒント２ 

  ～ノブレス・オブリージュ(ｎｏｂｌｅｓｓｅ ｏｂｌｉｇｅ) 

 ヨーロッパの騎士道をはじめとして、彼らの文化の中

には、このノブレス・オブリージュという価値観がある。 

 日本語でわかりやすく言えば、『身分の高いものには

それだけ大きな義務が伴う』ということで、イギリスの辞

書的などにはもっと具体的に『特権にはそれに見合う

義務が伴う』と記載されているそうである。 

 日本もかつて戦国時代をはじめとした『武士の時代』

があり、武士は何か起きた時に自らの命を犠牲にして

でも必ず集団や組織の構成員を守るという前提があっ

た。 

 だからこそ、武士としての面目を保ち、武士として特

権を得ることができた。 

 そういった武士の原点に戻れば、日本でもノブレス・

オブリージュは生きていたわけである。 

 単純に置き換える事は間違っているかもしれないが、

警察官もそうではないか？ 

 我々は平時には何も生産しない。さらに何の役にも立

たない。我々が役に立ち、存在意義があるのは「非常

時」である。そして非常時には、自らの命を危険にさらし

てでも務めを果たさなければならない。あえて偏った見

方をさせてもらえば、だからこそ社会は我々の存在を認

め、金、対価を払っているのである。 

 そのような存在だから、非違事案を起こした時の社会

の反響は大きい。これは、公務員だから、ではなく、警

察官だからである。 

 警察官だから、公私共々一層厳しい目を向けられ、ま

た、公私ともに行動が制限されるのである。 

 この窮屈な警察官という職業を我々は選び、また、こ

の窮屈な環境を承知し、さらに、それで良いのだと宣誓



して拝命したのである。 

 →職員の服務の宣誓に関する条例 

我々全員が、拝命したときに「服務の宣誓」をした。  

この「服務の宣誓」の文章を見れば、他の公務員との

違いが歴然である。 

 

・警察職員以外 

私は、ここに日本国憲法を尊重し、地方自治(及び教育

の)本旨にのっとり民主主義の精神を体し公務を能率

的に運営すべき責務を深く自覚し、県民全体の奉仕者

として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓い

ます。 

 

・警察職員 

私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令、条

例及び規則を遵守し、警察職務に優先してその規律に

従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何

ものにもとらわれず、何ものも恐れず、何ものも憎まず、

良心のみに従い、不偏不党かつ公平中世に警察職務

の遂行に当たることを固く誓います。 

 

◎ニコニコボックス         宮島親睦委員 

第５グループガバナー補佐 栁沼芳光様 

  皆さんこんにちは。本日はちょっと早い年末のご挨

拶に伺いました。楽しい一年でしたか。来年も良い

お年でありますように。 

根本会長 尾形幹事 

  港南警察署村山署長・第５グループガバナー補佐

柳沼芳光様ようこそいらっしゃいました。 

北見会員 湯屋会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

港南区５０周年ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ体験ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会一同 

  クラブの協賛のお陰で無事イベントを終えることが

出来ました。収支決算の結果、クラブに戻り入金を

お渡しできることがわかりましたのでニコニコとして

入金致します。 

市川会員  

  港南警察署村山署長ようこそ。本日は卓話をありが

とうございます。 

  栁沼ガバナー補佐・ショウ君ようこそいらっしゃいま

した。 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

坂巻会員 

  港南警察署長村山様・栁沼ガバナー補佐ようこそい

らっしゃいました。 

  本日所用で早退させて頂きます。ニガニガです。 

高森会員 佐々部会員 橋浦会員 平山会員 

宮下会員 山野井会員 大井会員 青柳会員 

海野会員 小後摩会員 福嶋(昭)会員  

  港南警察署村山署長ようこそ。本日は卓話をありが

とうございます。 

  栁沼ガバナー補佐・ショウ君ようこそいらっしゃいま

した。 

西山会員 

  師走突入ですね。用もないのに皆さん走るのでしょ

うね。 

大越会員 

  港南警察署村山署長平素は大変お世話になってお

ります。本日の卓話を楽しみにしております。 

 ニコニコボックス本日合計 ８０，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ６８９，０００円 

 

◎ 米山チャリティボックス  

               宮下米山記念奨学委員 

坂巻会員 佐々部会員 根本会員 橋浦会員 

宮下会員 ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ５，０００円 

米山チャリティボックス累計 １２２，０００円 

◎ 次週の予定 

１２月１１日(水)  年次総会 

◎ 会報               大井会報委員 


