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野中　敏昭　会長
　皆様こんにちは。昨日は大
変気温が高く暑い1日でした。
　今日のニュースでは、国内の
感染者が、2000人超えが2日

連続し、第3波が目の前にやってきています。皆様、十
分注意していただきたく思います。
　では、ロータリー財団のグローバル補助金について
お話いたします。グローバル補助金は、ロータリーの重
点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な成果をもた
らす大規模な国際的活動を支援します。
　ロータリーの重点分野は6つあります。
1.平和の推進紛争の予防
　仲裁や難民支援に当たる人材を育て、異文化間の交
流と対話を促すことで、平和な世界づくりを目指してい
ます。　
2.疾病との闘い　
　命を脅かす病気（ポリオ、エイズ、マラリアなど）につ
いて正しい知識を伝え、発展途上国で低額または無料
の医療を提供するなどして、病気の予防と治療を支援
しています。
3.水と衛生　
　「ただ井戸を掘って終わり」ではなく、きれいな水や
衛生設備を活用して長期的な地域発展が実現できる
よう、包括的な支援を行っています。
4.母子の健康　
　世界では毎年、5歳未満の子ども600万人近くが、栄
養失調、不健康、不衛生のために命を落としています。
ロータリーは、質の高い医療によって母と子の健康を
守っています。
5.教育の支援　
　世界で読み書きのできない人（15歳以上）は、7億
7500万人。ロータリーは、より良い学校をつくり、教育
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における性差別をなくし、成人への識字教育に力を注
いでいます。
6.地域経済の発展　
　生産的で十分な収入をもたらす雇用の機会の創出
を通じて人びとの自立を促し、発展途上地域の（特に女
性による）起業を応援しながら、リーダーとなる人材を
育てています。
　クラブと地区は、グローバル補助金を通じて地域社
会のニーズに対応する活動を行うことで、グローバル
なパートナーシップを強化できます。
　グローバル補助金は、次のような活動に使用できま
す。
　　1.人道的プロジェクト
　　2.奨学金：大学院レベルの留学
　　3.職業研修チーム（VTT）：専門職業に関係する研
　　　修を提供するチームや、研修を受けるチームを
　　　海外に派遣
　支給額は、グローバル補助金の最低予算は30,000
ドルであり、国際財団活動資金（WF）の最高授与額は
400,000ドルです。
　グローバル補助金は、年度を通じて随時申請するこ
とができ、申請が受理された順に審査が行われます。
私たちを必要とする人々に救いの手を差し伸べ、財団
がもたらす愛を広めるためには、必要な資金を集める
ために力を合わせなければなりません。
　愛のメッセ―ジを受け取ってもらいたいなら、メッ
セージを打ち出さなければならない。とマザーテレサ
はかつて言いました。ランプの炎をともし続けるため
には、オイルを入れ続けなければなりません。
　今日、皆さんのご支援が、私たちを最も必要とする人
々に手を差し伸べるロータリーの、財団補助金の炎を
明るくともし続けるオイルなのです。
　ご協力よろしくお願いいたします。

瀧ヶ花　秀晃　幹事
　黒板にも記入いた
しました家庭会合の
日程ですが、再度お
知らせいたします。

第3班：本日18時30分より天狗楼さん。
第4班：11／27 18時30分より天狗楼さん。
第2班：11／28 18時より天狗楼さん.
　それぞれ開催をさせていただきますので、
各班の方は参加の程よろしくお願いいたしま
す。
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（11月レート適用は、11月1日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

日本事務局からのお知らせ
2020年11月のレートは、1ドル＝104円です

にこにこＢＯＸ報告

北川所長の卓話をたのしみに。卓話をお受けいただきありがとうございます。
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生存報告のつもりで

今年1月4日より始めた近隣里山トレッキングが先日100度目を達成

卓話者紹介　梅田　吉臣　プログラム委員長
　本日は、鯖江警察署所長の北川登様の方にお願い
に行きましたら、快く引き受けていただきました。本日
のテーマは、「鯖江警察署管内の治安情勢」をお話い
ただきたいと思っております。最近、テレビを見ていま

したら、スタッドレスタイヤを取って行く泥棒が多いという事で、車庫にタイヤ
を置いておられる方は充分ご注意ください。また、都会では大量に豚を盗って
肉に捌いているという話など、昔は鍵をかけていなくても安全だった田舎の生
活が、脅かされる思いです。

卓話者　鯖江警察署所長　北川　登　様　
テーマ　「鯖江警察署管内の治安情勢」
　私は今年の春、少年女性安全課から鯖江警察署に
着任いたしました。出身は嶺南で、鯖江に住むのは今
回が初めてです。30年ほど前に隣の越前署（当時は武

生警察署）に、7年程勤務いたしました。どうしても職業柄転勤が多いので、小
浜署・敦賀署・越前署・鯖江署・福井署・福井南署・芦原署等、あちこち異動と共
に住まいも変わっています。
　私は今年で定年になりまして、警察に入った年代と今を比べますと、相当社
会情勢も変わっておりますし、捜査手法も犯罪の中身も変わっております。
　○鯖江警察署の紹介
　鯖江警察署では、鯖江市、越前町の2つの自治体を管轄しており、管内面積
は約240平方キロメートル、管内人口は約9万人です。県内全域で人口減少が
進む中、鯖江市は、福井市及び越前市のベットタウンとしての地理的な条件も
あり、少しずつではありますが人口は増加傾向にあります。
　鯖江警察署の沿革について簡単にご説明しますと、明治6年に鯖江屯所（現
在の鯖江警察署の前身）が設置されたのがはじまりで、その後、明治24年に武
生警察署から独立して鯖江警察署が新たに設置されました。平成18年に現在
の鯖江警察署庁舎に移転となり、平成20年には旧丹生警察署を鯖江警察署に
統合するなどして、現在に至っております。　
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田村　康夫　会員
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吉田　俊博　会員

鯖江警察署　署長

北  川 　登　  様 「鯖江警察署管内の治安情勢」

　○鯖江警察署内における犯罪の発生状況
　本年10月末現在、鯖江警察署管内における刑法犯認知件数は279件、検挙
件数は160件、検挙人員は141人で、検挙率は約57.3％となっております。
　認知件数は、前年同期比で23件増加しており、県下全体の認知件数の約
12.2％を占めています。検挙人員につきましては、前年同期比で49人増加して
おり、県内では福井警察署に次いで2番目に多い数値となっています。

　○鯖江警察署管内における交通事故の発生状況
　本年10月末現在、鯖江警察署管内における交通事故の総数は1,365件、う
ち物損事故件数は1,282件、人身事故件数は83件、人身事故のうち死亡事故
は2件となっています。
　特に本年５月を中心に、コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛
が徹底されたことなどにより、交通事故総数は昨年と比べて減少している一方
で、交通死亡事故件数は横ばいとなっています。例年、10月から12月にかけて
死亡事故が増加する傾向にあり、当署におきましても、交通指導取締りや各種
広報・啓発活動等を通じて、死亡事故の抑止に全力を挙げていく所存です。
　○住民が安全、安心に暮らせる鯖江市、越前町の実現に向けて
　鯖江警察署では、新型コロナウイルス感染拡大等に伴い、厳しい情勢が続く
中ではありますが、決して後ろ向きになることなく、署員一人ひとりが「今できる
こと」に最善を尽くしながら成果を上げているところであります。
今後も、市町、関係団体、地域の皆様と緊密に連携を図りながら、住民が安全で
安心して暮らせる鯖江市、越前町の実現に向け、署員一丸となって取り組んで
まいります。
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清水　康弘　ロータリー財団委員長
　現在の寄附の状況をご報告いたします。目標額と
して財団が2万円、ポリオ募金3千円、希望の風奨学
金が5千円、米山奨学金が2万4千円の5万2千円とな
っておりますが、どこの分野も35％位寄付を頂いて

おります。まだ目標まで65％足りませんので、よろしくお願いします。
　ちなみに、満額寄付を頂いた方は、６名いらっしゃいます。１度もまだ頂い
ていない方は、１５名いらっしゃいますので、１度に出す金額としては高いと
思いますので、徐々にぼちぼちと寄付していただくようにお願いします。

できました。健康でいられる喜び感じています感謝！


