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『集いて学び   集いて奉仕   ロータリーを楽しもう』

こんにちは
　お客様のご紹介をさせて頂きます。
　本日卓話をお願いしています　福井県警察本部 警備部公安課警備犯
罪特捜担当課長補佐で在られます 白井警部様です。今日の卓話、楽しみ
です。よろしくお願いいたします。
　又今年度ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）に出席予定

の、藤岡会員ご紹介の鈴木めぐみ様、堀川会員ご紹介の藪内滉平様です。今年も５月に滋賀県
に於いて、二泊三日で開催されます。しっかり学んできてくださる事を願っています。
　さて本日の卓話をお願いしている白井様、肩書きを見せて頂くだけでも一寸怖いですね! 
　でも要するにおまわりさんです。我々を守って頂くためにも、しっかりお話を聞かせて頂
きたいと思います。
　４月に入って直ぐ、私の携帯にも警察リューピーネット情報や福井市教育委員会緊急情
報・愛護センター等から、不審者情報が頻繁に入ってきています。
　子ども達を巻き込む恐れがある情報から、成年女子を狙う犯罪情報など様々です。しかし
どれを見ても、弱者を狙う犯罪ばかり。ただこんな間違われるケースもあり、園車などナビが
付いていない車で訪問する時、歩いている小学生や若い子らに『○○小学校はどこ？』って聞
いた瞬間に道を尋ねた者が不審者です！
　変な世の中になってしまいました。変な大人が居るから、変な世の中になってしまったん
です。公園で自由に遊べる子ども達が増え、安心できる空間を作ってやりたい･･･と、最近よ
く感じます。

前回の例会報告

会長挨拶

次回の例会案内
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2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

4月26日（金）

4月19日（金）

5月10日㈮

○現在会員　61名　　○出席者　 34名
○届欠席者     27名　     ○出席率　56%

写真の広場

○開会点鐘　１2 時３０分
○ロータリーソング斉唱
　「それでこそロータリー」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話　田中義乃会員
　　　　　「次年度クラブ方針」
○閉会点鐘

福井県警本部
警備部公安課警備犯罪特捜担当課長補佐
警部　白井淳夫様

今野義隆（福井ＲＣ）（福井東ＲＣ）
大島友治（地区青少年育成委員会）
森陰輝夫（京都南ＲＣ創立65周年記念式典）
      （ガバナー補佐研修セミナー）
      （地区研修・協議会）
小寺邦夫、松原淑裕、内海晴藏、野原哲也
橿尾輝之（地区研修・協議会）
辻川貴宏、松本喜市、坪川俊仁、太田貴司
藤岡茂樹（ガム取り作戦）

水口正行、横山剛史、小寺邦夫、辻川貴宏
廣瀬充、古市恭也、桒野幸信、佐々木一、徳岡正
（迷球会）

ライラ参加者紹介
薮内滉平さん、鈴木恵さん

本日の卓話者

○開会点鐘　１2 時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○栄誉行事

○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話
○閉会点鐘

5月誕生日、結婚記念日の祝い



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

29 名 　　47,000 円　　今年度累計　1,186,000 円

ニコニコ箱報告 卓　話（順不同/敬称略）

14 名　15,000 円

10 名　12,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2019.4/19
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県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

献金人率    　                85%

5月21日（火）福井南RC

福井県警本部　警備部公安課警備犯罪特捜担当課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　　警部　白井淳夫様

前年度累計　1,043,400 円

「警備情勢を願みて」

１　公安課の業務
県警公安課は、警察庁や警察署と連携しながら、主に「外事」「国際テロ」「公安」「サイバー攻撃」
の警察活動を行っている。
２　具体的業務
（１）外事　外国の対日有害活動や不法滞在者対策など
　　ア　北朝鮮対日有害活動
平成１４年、平壌で行われた日朝首脳会議で北朝鮮は日本人拉致を認め、日本人等が被害者で
ある１３件（１９人）を警察庁は拉致容疑事案として判断。北朝鮮工作員等らが関与したとして
８件１１人の逮捕状を得て国際手配を行っている。また、北朝鮮による拉致の可能性を否定で
きない事案として捜査対象となっている方は８８３人に上っている。
　　イ　中国対日有害活動
中国は、平成３０年、米国で発電用タービンの技術を盗んだとして中国籍の男が逮捕され中国
政府から報酬を受け取っていることが判明した。また、ファーウエイ社の情報盗用問題など世
界各地で活動を行っていると見られている。
　　ウ　ロシア対日有害活動
ロシアは、世界各地でロシア諜報機関が関与したスパイ事件が摘発され、日本でも平成２７年
にはロシア諜報部員が大使館員の身分で入国し、自衛隊員がロシア諜報部員に機密情報を渡し
たとして検挙されている。
　　エ　不法滞在者対策
平成３０年１月１日現在、不法残留者の数は約６万６，５００人とされており、前年同期と比較
して約１，２００人増加している。他方、在留カード等の各種証明書の偽変造が出回っているこ
とから更に増加が懸念されている。
（２）国際テロ　ＩＳＩＬ、アル・カーイダなど
　　ア　国際テロ集団
　　　　平成２５年以降、世界各地で襲撃テロ等を起こし、法人が殺害されており、今後も被害
に遭うことが懸念されている。
（３）公安　右翼、極左暴力集団、大衆運動
　　ア　右翼等
　　　　領土問題、歴史認識問題等を捉えて活発な街宣活動を行っている。耳目を集めている
問題としては「天皇陛下の御退位・御即位」「尖閣諸島問題」「慰安婦・徴用工問題」等を重点に活
動。反社会勢力と繋がりの深い団体もある。
　　イ　極左暴力集団
　　　　暴力革命による共産主義社会の実現を目指している。暴力性や党派性を隠し、社会情
勢を捉えて、反戦・反基地、反原発運動に取り組んでいる。
　　ウ　大衆運動
　　　　沖縄県内における反基地運動、原子力政策・憲法改正をめぐる反対運動、オリンピッ
ク・パラリンピック反対運動。捕鯨をめぐる反対運動に取り組んでいる。
（４）サイバー攻撃対策　近年、国内外において政府機関等に対するサイバー攻撃が続発。
　　ア　対策
警察庁では、サイバー攻撃対策室を設置２４時間体制で攻撃の予兆を検知している。原子力事
業者をはじめとする重要インフラ業者、先端技術を有する事業者等との連携を行い、情報交換
や共同対処訓練を行っている。
とから更に増加が懸念されている。
（２）国際テロ　ＩＳＩＬ、アル・カーイダなど
　　ア　国際テロ集団
平成２５年以降、世界各地で襲撃テロ等を起こし、法人が殺害されており、今後も被害に遭
うことが懸念されている。
（３）公安　右翼、極左暴力集団、大衆運動
　　ア　右翼等
領土問題、歴史認識問題等を捉えて活発な街宣活動を行っている。耳目を集めている問題と
しては「天皇陛下の御退位・御即位」「尖閣諸島問題」「慰安婦・徴用工問題」等を重点に活動。
反社会勢力と繋がりの深い団体もある。
　　イ　極左暴力集団
　　　　暴力革命による共産主義社会の実現を目指している。暴力性や党派性を隠し、社会
情勢を捉えて、反戦・反基地、反原発運動に取り組んでいる。
　　ウ　大衆運動
　　　　沖縄県内における反基地運動、原子力政策・憲法改正をめぐる反対運動、オリンピッ
ク・パラリンピック反対運動。捕鯨をめぐる反対運動に取り組んでいる。
（４）サイバー攻撃対策　近年、国内外において政府機関等に対するサイバー攻撃が続発。
　　ア　対策
警察庁では、サイバー攻撃対策室を設置２４時間体制で攻撃の予兆を検知している。原子力
事業者をはじめとする重要インフラ業者、先端技術を有する事業者等との連携を行い、情報
交換や共同対処訓練を行っている。

福澤幹也　　ライラ受講生の方々ようこそ！頑張って下さい。
　　　　　　白井警部様、本日の卓話よろしくお願いします。
朝田健一　　本日の卓話をされます福井県警本部の白井淳夫様、
　　　　　　よろしくお願いします。
長井眞見　　境内の八重桜が今満開です。仏教訓より「私のものさしで
　　　　　　問うのではなく、私のものさしを問うのです」
横山剛史　　肩がイタイです。早く治るように多めに入れます
　　　　　　（臨時収入があっただけです。）
小寺邦夫　　いよいよ「令和」が始まりますね！当店も 5月 1日は休業
　　　　　　とさせて頂きます。
山下徳太郎　さくらも散りいよいよ行楽の季節になりました。交通事故に
　　　　　　気を付けて良い思い出を作って下さい。
太田宏史　　最近、歯の治療をしています。技術の進歩に驚いています。
森陰輝夫　　春風の心地よい季節となりました。白井様の卓話、よろしく
　　　　　　お願いします。
松本喜市　　福井県警本部白井様の卓話、楽しみにしています。
内海晴藏　　白井様、卓話よろしくお願い致します。
藤岡茂樹　　今年のライラに当社社員が参加します。どうぞよろしくお願
　　　　　　いします。薬剤師の紹介もどうぞ是非是非よろしくお願い申
　　　　　　し上げます。
桒野幸信　　先日のゴルフコンペ楽しませてもらいました。
　　　　　　又お願いします！！
武田幸夫　　5月 17日福井新聞社、風の森ホールで久々にコンサートを
　　　　　　やります。コーヒーとケーキ付で通常 2,100 円を本日はあ
　　　　　　じさいプライス 2,000 円で！！詳細はテーブル上のチラシ
　　　　　　をご参照ください！
太田貴司　　ライラ参加者の薮内滉平さん、鈴木恵さん、例会参加ありが
　　　　　　とうございます。紹介して頂いた堀川さん、藤岡さん、本当
　　　　　　にありがとうございました。
大島友治　　ライラ出席の薮内さん、鈴木さん、よろしくお願いします。
下家茂　　　連休は休みなしです。
常山由起子　金沢国税局酒類鑑評会で、優等賞を受賞することができま
　　　　　　した。
末永雄樹　　細川会員、新店「にくにはにくの」本日オープンおめでとう
　　　　　　ございます。
高嶋隆博　　白井様、卓話楽しみしております。
光山晃　　　フランスパリのノートルダム大聖堂が炎上しました。大変
　　　　　　ショックを受けています。昔パリで撮影した映像を再度見ま
　　　　　　した。当時を思い出しました。
堀川和子　　ライラ、薮内滉平よろしくお願いします。
白井淳夫、野原哲也、中村栄子、松原淑裕、南伊津美、増田浩三
佐々木一、古市恭也

小寺邦夫、福澤幹也、朝田健一、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市
下家茂、横山剛史、南伊津美、太田宏史、野原哲也、常山由起子
桒野幸信、中村栄子　各君　　

福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、横山剛史、太田宏史
桒野幸信、南伊津美、佐々木一、高嶋隆博　各君


