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台湾等で、アジアが仕出国全体の約７割を占めて
います。また、手口はスーツケースや土産品等の
携帯品への隠匿が全体の９割を占めています。
第２点目が、大麻の栽培事犯の増加が顕著で、
暴力団や外国人組織が栽培から密売まで組織化を
図る傾向にあります。
第３点目が、インターネットの掲示板等を利用
本日は歴史と伝統ある松戸

した非対面型の薬物密売事犯が増加傾向にありま

ロータリークラブで卓話をす

す。この様な状況の中で、乱用薬物の主流は相変

る機会をいただきまして、厚

わらず覚せい剤で、検挙人員の約８割を占めてい

く御礼を申し上げる次第で

ます。

す。私は、本年２月18日付け

覚せい剤の末端乱用者は複数の芸能人の摘発等

で千葉県警察本部組織犯罪対

でも判るように、世代や職業等が年々拡大する傾

策本部長から松戸警察署長に着任致しました熱田

向にあります。言い換えれば蔓延化の傾向にある

です。どうぞよろしくお願い致します。皆様方に

と言っても過言ではありません。

は平素から警察活動各般に渡りまして、御理解と

また、覚せい剤等の薬物密売組織は国内の暴力

御支援をいただいておりますことに対して、深勘

団組織だけでなく、外国の犯罪シンジケートとも

なる感謝を申し上げます。

深く繋がり、その組織実態の解明が年々困難とな

また、昨年10月に発生しました、千葉大生殺害

っています。覚せい剤等の薬物の密売で得た不法

事件は、市民の皆様に大変御心配をお掛けしてお

収益は、犯罪組織を維持するための主要な資金源

りましたが、被疑者を逮捕・起訴し、事件の全面

となっていることは言うまでもありません。
警察は、覚せい剤等の薬物の国内流通量の増加

解決を図ったところであります。
さて、着任し２ケ月余り経ちますが、松戸警察

等が窺える中で、密売組織の実態解明と徹底した

署は、人口約33万人、面積約42キロ平方メートル

取り締り、また、密輸入事犯に対応するため、税

を管轄しております。県下でも事件・事故が多発

関等との水際対策の強化を引き続き推進するとと

し、多忙を極める警察署であると感じております。

もに、薬物に対する需要を根絶するため、末端乱

他方、安全・安心のために多くの市民の方々が、

用者の徹底した取り締りと県民に対する薬物被害

ボランティア活動に従事されており敬意を表する

の重大性等について、広く広報啓発活動を推進す

ところであります。

るなど、検挙と予防の複合的な対策を推進するこ

本日は、折角の機会でありますので、今日的課

ととしております。
おわりに、今年は国体及び全国障害者スポーツ

題であります覚せい剤等の薬物事犯の現状につき

大会が開催されます。また、市政、国政の選挙な

ましてお話をさせていただきます。
はじめに、本県における薬物事犯の検挙状況は、

どもあり、大変多忙を極める一年になるであろう

平成21年中約1,030件、約800人を検挙し、覚せい

と思いますが、皆様方の御協力のもと、市民の安

剤等全薬物でも約155キログラムを押収していま

全・安心のため警察活動の更なる強化を図ってま

す。特徴的な傾向としては、第１点目が、覚せい

いります。
最後に、松戸ロータリークラブの益々の御発展

剤の密輸事犯が大幅に増加して、一昨年に比べ倍
増をしております。薬物の仕出国は、中国、香港、

と会員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げます。

− ２ −

お話しいただけるということで、松戸警察署長の
熱田貫一様にお出まし戴きました。ご静聴の程宜
しくお願い致します。

皆さん、今日は。いよいよ次年度の地区協議会
が来る４月29日に開かれます。
今年は、インターアクト年次大会のホストクラ
ブとして、クラブ表彰、並びにインターアクト委
員長の中澤雅彦委員長に対し個人表彰を授与され

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内

ることとなりました。これは我がクラブ全員参加

①

新旧役員・委員長の引き継ぎ会議を６月２日
午後６時より、銀座アスターにて行います。

により、50周年記念のスローガンとして掲げた、

新旧役員・委員長の皆様は予定を入れておい

青少年育成に奉仕するクラブであることがよりア

て下さい。

ピールできました。インターアクト委員会のみな
さんの活躍に感謝致します。特に県下1番の人数
を誇るインターアクトクラブ成長にご協力を戴き
ました川並会員には感謝申し上げます。多くの先

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①

６月９日に開催されます松戸西RC創立25周
年式典参加への登録受付を、本日から開始致し

生、生徒さんに宜しくお伝え下さい。

ます。

さて、何度もお話をしておりますが、本年度ジ
ョン・ケニーRI会長がロータリーから職業奉仕を
なくしたならば、世界に多くある他の奉仕団体と

３．他クラブ会報・その他
松戸北RCより会報が届いております。

なんら変わりが無いと説いております。次年度の
2790地区の織田吉郎ガバナーエレクトは、特に職
業奉仕に力を注ぐことを力説致しております。今

４

◇松戸東RC

迄の地区パストガバナーは地区委員長ではなく各

４月30日

委員会のカンセラーを受け持つのが今迄でした

仕委員として委嘱され、10名の委員で2790地区の

の例会は定款第６条第１節により

休会

が、今回は我がクラブの土、屋パストガバナーが、
地区職業奉仕委員長に就任され、私が地区職業奉

例会変更の連絡

５．その他報告

職業奉仕につき、各クラブの職業奉仕の理解向上
にご協力する方針であります。皆様のご協力をお
願い致します。
本日の卓話には、日夜大変お忙しいところ特に
時間を割いて松戸ロータリークラブ会員のために
− ２ −

特にございません

氏

名

加瀬

推薦者氏名

土、屋

仁（カセ

ヒトシ）

会員51名

義務会員41名

免除会員10名

出席39名

義務会員33名

免除会員 6名

仮欠12名

義務会員 8名

免除会員 4名

亮平

事 業 所 名 株式会社

京葉銀行

松戸支店

職 業 分 類 金融業

草野

進君

大川

吉美君

待山

克典君

所

小林

登君

竹内

博君

奥村

祐二君

木村

理君

中田智次郎君

土、屋

亮平君

職業奉仕

斎藤

重久君

鎌ケ谷RC

４月15日

湯本

高之君

千葉幕張RC

４月13日

在

地

〒271-0092 松戸市松戸1776

、
推薦者土
屋会員と新入会員加瀬会員

本日出席率

82.98％

先々週出席率修正

84.44％→88.89％

渡辺

剛様

松戸東RC

【ニコニコBOX】当日￥ 10,000 累計￥1,117,430
中山会長と新入会員加瀬会員

【財

団BOX】当日￥

3,651 累計￥ 108,997

冨田善治君／結婚記念日と家内の誕生祝いありが
とうございました。花粉症の季節で長期間欠席し
申訳けありませんでした。
会場風景

文責／澤田

伊原会員

− ４ −

