
   ２０１２年６月第２週号 

第２３６０回 
平成２４年６月８日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉  

◆ロータリーソング  『我等の生業』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

      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 

 

◆お客様紹介 

 ・本日のゲストスピーカー 

千葉犯罪被害者支援センター  

事務局長 加藤 恵美子様 

 ・茂原東ＲＣ  秋葉 吉秋様 

 

■会長挨拶及び報告        出井  清会長     

一昨日、第３分区Ｂ合同正副会長・幹事会がありまし

た。１７時から正副合同幹事会、今年度のお疲れ様会と

いうことで、１８時から懇親会がありました。私ももうすぐ鈴

木会長エレクトにバトンタッチが出来ます。マラソンでい

えばもうすぐスタジアムに入ってテープを切れるという状

態です・・・。 

６月は、ロータリー親睦活動月間です。 「ロータリー親

睦活動」は、国際奉仕の一部門であり、趣味や職業活動

を通じて国際親善と奉仕に貢献し、より多くのロータリア

ンが親睦活動に参加することを奨励するために設けられ

ました。当クラブでは、ロータリー財団国際親善奨学生

の岡田茜さんのカウンセラーを寺澤会員が引き受けて下

さり、また、米山奨学生の王欣さんは私がカウンセラーと

なっておりますが、クラブ全体でバックアップしていかな

ければならないと思いますので、皆様のご協力、よろしく

お願い致します。岡田さんは、来月ボストンのタフツ大学

へ留学されます。 

私は、入会して１３年になりますが、例会前には必ず

先祖の墓参りをするように心掛けています。私のお店は、

「泉自然公園」の傍にありまして、この公園の近くにある 

 

「平和公園」という墓地へ毎週立ち寄ってからオークラへ

来ます。祖父母は昔、江東区大島に住んでいたのです

が、関東大震災で焼け出されて千葉新田町にあった親

戚を頼りに親父を連れて、命からがら逃げて来たそうで

す。そういう訳で、以前の墓は、松戸市にある「都営八柱

霊園」でした。よく両親と一緒に彼岸やお盆時期には必

ず車で通ったものです。墓参の帰り道に「美味しい・天

麩羅屋」に寄るのが楽しみでもありました。３０年前にこち

らへ移ってきて、今に至るのですが、近くに在るのはや

はり便利です。孫達を連れて気軽に行けますし、先祖、

祖先というものを身近に感じて貰えると思うからです。私

達家族皆が病気や怪我なく健康で暮して行けるのも、先

祖様のお陰と感謝しています。 

 

■委員会報告                            

≪金親 博榮会員より≫ 

７/２２(日)に「第１０回国際里山の集い」を開催したいと

思います。市民と国際留学生とロータリアンが一緒にな

ってやるということで、是非ともお声掛けをして頂きご参

加下さいますよう宜しくお願 

い致します。 

≪寺澤 一良会員より≫ 

Ｒ財団国際親善奨学生の岡田さんですが、２２日の例

会へ出席し、７月１日には渡米します。奨学生に決まっ

た時の会長さんから、岡田さんが帰国する時までの会長

さんとその時の幹事さんは是非ともご出席下さいますよう

宜しくお願い致します。 

 

■幹事報告               伊藤 和夫幹事    

６/６(水)、正副合同幹事会へ出席して参りました。現

ガバナー補佐、次年度ガバナー補佐のご挨拶の後に各

クラブ幹事より一年を振り返ってということで報告があり、

副幹事からは次年度の豊富ということで語り合いがされ

ました。クラブ運営に当たりましては、皆様のご協力とご

支援のもと一年間やってこられました。感謝の気持ちで

一杯です。ということを幹事会で報告しました。千葉南Ｒ

Ｃへ入って良かったなとつくづく思いました。有難うござ

いました。 

岡田さんの壮行会を６月１９日(火)に予定したいと思い

ますので、出来ましたらご出席くださいますようお願い致

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場オークラ千葉ホテル 

会 長 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 



します。 

■退会ご挨拶                            

栗原 和保会員(人事異動で退会) 

退会は私の意思ではございませんので、それだけは

ご理解下さい。(笑)本当はもう少し居たかったのです！

例会へ出席した時に卓話等のいろいろなお話を拝聴し、

私の糧になったなと思います。やはり、ロータリー活動は

非常に意味があるものだと感じました。今度は、千葉銀

総合研究所というところへ参ります。またご縁があるかと

思いますので宜しくお願い致します。最後になりますが

千葉南ＲＣの益々のご発展と皆様のご健勝をお祈り申し

上げます。短い間でしたが、有難うございました。 

 

■ニコニコボックス報告                    

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

本日のゲストスピーカーの加藤恵美子様、ようこそお

出で下さいました。卓話をよろしくお願い致します。 

茂原東ＲＣよりお越しの秋葉様、本日もメーキャップに

お越し下さり有難うございます。 

 

 

 

■出席報告 (会員数３９名)                    

 

出席者数３０ 欠席者数９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２  修正出席率 １００％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 

 ・・・本日の卓話・・・ 

 

演 題…『犯罪被害支援について』 

卓話者…公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター 

              事務局長  加藤 恵美子様 

 
本日は、お招きいただきまして有難

うございます。千葉県警で定年まで勤

めさせていただきました。最後は、市

川市の会計官でした。その後、縁があ

りまして千葉犯罪被害者支援センター

でお世話になっております。 出井会

長さんが私がここに来るということで、

ホームページを見て下さったとのことですが、まだまだ皆

さんに知られていないところなんです。そんなところ、卓

話などにお招きいただき本当に有難いことだと思ってお

ります。 

こちらには、弁護士さんもいらっしゃるとのことですが、

私どもは、交通事故被害者、犯罪事件被害者の方の支

援をしております。全て無料でやっておりますが、公益

社団法人には昨年の４月１日になりました。ということで

公益性は認められております。犯罪被害者支援センタ

ーは全国４７都道府県にございます。北海道は広いので

２カ所あります。何故民間だとお思いかも知れませんが

犯罪被害者支援というのは、欧米・アメリカ、フランス、イ

ギリス、ドイツでは国策としていますが、その中で日本は

２０～３０年は遅れていると言われております。被告等加

害者の人権は守られているのですが、被害者の人権は

全く守られていないのが現状でした。裁判等におきまし

ても被告は声を発する事があっても被害者は声を発する

事はなかったのです。そういうことも２０年の１２月からは

被害者参加制度として職種によっては、裁判に出られる

ようになり、発せられる場所があるようになりました。事件

や事故に遭われた方は精神的な負担、悲しみ、社会的

負担、経済的負担、大黒柱を殺されたというような場合

には、その日から生活に困りますので､いろんな人たちと

連携して支援をしていかなければならないと思います。

先ほど私が裁判等でも支援をしていかなければならない

と申し上げましたが、私どもセンターだけではやれる事

は本当に無くていろんな連携機関、検察庁であったり弁

護士さんであったり、裁判所であったり、病院であったり、

警察であったりと、そういうところとの点を被害者との気持

ちに添って結んで行く、コーディネートをしていくのが

我々の役目かなと思っております。 

千葉県公安委員会指定｢犯罪被害者等早期援助団

体｣と言います。千葉県公安委員会とは、事件や事故と

かを取り扱うのは警察が一番多いのですが、その警察か

ら警察だけでは無理だから支援センターに手伝ってもら

った方が良いと思って頂いて､ご本人が同意した場合に

は、個人情報も知らせて頂いて早い段階から信頼して良

い団体だよ、ということになっており、守秘義務をとらされ

ています。即ち、千葉県公安委員会から守秘義務の契

約をさせられています。私は事務局長ですが、相談委員

は専門的な知識、技術を備えた犯罪被害相談員が携わ

ることになっております。非常勤職員です。 

相談カウンセラーが３名おりまして、月に５回カウンセリ

ングの日がありますが、期限もございませんし、費用も無

料です。カウンセリングをして、その中で臨床心理士だ

けでは駄目な場合、クライアントの方を心療内科等にご

紹介したり致します。それから相談するだけで収まるよう

な方は、お名前も告げずに電話相談だけのこともござい

ます。毎日同じ人が勤務をしているのではありませんが

記録はされていますから、再度の電話でも解かるように

なっております。電話相談カウンセリングということですが、

実は来週も公判があるのですが・・とか、世紀の裁判が

始まるのですが・・・とか、加害者の弁護人が言って来た

のですが話を聴いて良いでしょうか？・・・、なんていう電

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 1000 円 累計 646976 円 

金の箱  320 円 累計 23,271 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/26 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/26 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/27 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 6/27 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



話もあるのです。そんな場合は、一度話を聞いて、そうい

う場合には、あなたにどういった支援が必要なのかを相

談いたしましょうというようなことになるのです。 

個人情報保護法が壁になっていて、市町村では手が

出せないことなども相談するようなこともあります。それか

ら裁判があるんですといった場合には、参加制度なども

出来ましたので制度的にその中で被告には最初から参

加制度があって、被害者には今までは無かったのです。

２０年の１２月からは被害者参加制度が出来たので、同

時に弁護士をつけて臨むということも出来ました。そうい

う弁護士さんの紹介等もセンターで行なっております。 

直接的支援ということですが、私どもの方が行政に行

ったり、警察と繋がっていなくとも支援しますので、被害

届を出したりします。 

先ほど出井会長さんから電話相談が多いのですか？

と聞かれて、私は曖昧な返事をしていたのですが、確か

に電話相談も多いのですが、最近はこの直接的支援が

多くなりました。裁判に出ようとする被害者等（遺族やそ

の家族）を支援をしている訳ですが、その人達のニーズ

に基づいて警察署や裁判所や病院などいろんなところ

に付いて行く直接的支援、要するに付き添え支援、とい

うものが大変多くなってきております。大まかな仕事はそ

んなところです。 

私どもの相談員と言うのは、直ぐになれるものではな

いのです。７/５付けの県民便りで案内を出していただき

ますが、千葉県の方からの受託事業の養成講座もござ

います。今年は習志野、木更津、千葉の三会場で公開

講座を開かせて頂く予定をしております。１１/１８日には

柏で県の受託事業を行ないます。そういうことで広報啓

発活動等をして、被害者支援というのはセンターだけで

行なうものではなく、県民全体が被害者等の気持ちを解

かって上げて二次被害を与えないような社会作りを目指

しております。被害者等の一人一人のニーズに応えると

共に千葉県民の皆さんに被害者支援の重要性と配慮の

仕方等のお願いをしながら、色々なキャンペーン等をし

ております。お配りしたリーフレットに直接支援の内容や

参加制度のことなども詳しく書いてありますのでご覧いた

だければ幸いでございます。 

刑事手続きの流れ等は一般の人たちには解からない

と思いますが、いざ事件がおきますとこの中に巻き込ま

れていくのですが、こういうリーフレットを使って説明させ

て頂いております。リーフレット等は無料だと申し上げま

したが、共同募金からの助成で作成されております。来

年度もこの助成を頂けることになっております。 

それからニューズレターですが、２月と８月の年に二回

出しております。昨年度の千葉県民の集い等が書いて

あったり致します。是非後で読んで頂きたいと思います。

栃木の和気さんと言うお嬢さんが飲酒運転の車によって

命を奪われたという話を千葉県で講演して頂きました。

その内容等が書いてあります。 

皆様ご存知だと思いますが、命のメッセージ展とか被

害者の声とか書いてあります。リーフレットを配布してキ

ャンペーンをやっているのです。それから、最後にお招

きいただいて恐縮なんですが、私どもは、賛助会費とか

寄付で運営しておりますので、もしよろしければ電話番

号が書いてありますのでお電話頂いて賛助会員になっ

ていただくと有り難いのです。今、経済状態が困窮して

いる時ですから法人にお願いするのが難しい部分でご

ざいますが、是非、ご協力頂けますよう宜しくお願い致し

ます。ニューズレターの最終ページに書いてありますが、

募金箱もございますし、自動販売機で１本売れると私ど

もに２円を寄附して頂けるといいうこともございます。これ

は、全国展開でいろんな飲料会社さんにご協力頂いて

おります。私どもは、今日現在、２８機を自販機として登

録させて頂いております。１本２円なのですが、チリも積

もれば・・・で、有り難い財源になっております。もし、皆

様の中で設置しても良いという方がいらっしゃれば、是

非私どもまでご一報頂ければと思います。 

犯罪被害者支援という仕事もあるということで、被害者

の人権を守っていかなければならないと思っております

ので、皆さんもちょっと考えていただいてご協力を頂けま

したら大変有り難いと思っております。 

本日は、貴重なお時間を本当に有難うございました。 

(文責 寺澤 一良会員) 

 

 

 

Ｈ2３年の刑法犯の検挙件数  人員（千葉県警ＨＰより） 

 

●重要犯罪の状況 

    前年比 

認知件数 736 件 -67 件 

検挙件数 461 件 -30 件 

検挙人員 357 人 -13 人 

うち少年 71 人 11 人 

●全刑法犯の状況 

    前年比 

認知件数 83,010 件 -9,315 件 

検挙件数 21,957 件 -2,961 件 

検挙人員 14,028 人 -960 人 

うち少年 3,870 人 -642 人 

 

 

 

       

第２３６１回例会 

日時⇒  平成２４年６月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『広告の作り方』 

卓話者⇒ ㈱電通 第４ＣＲ プランニング局 

       クリエイティブディレクター 市原 弘一様 

第２３６２回例会 

日時⇒  平成２４年６月２２日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『千葉の自然と都川』 

卓話者⇒ ＮＰＯ法人 都川の環境を考える会 

               会長 武部 功様 


