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【第２７回 ２月５日(木)】
卓話｢最近の治安情勢」

高津警察署 署長 古宮忠男様

日頃からご協力ありがとうございます｡茅根さんがお
亡くなりになったことは大変残念です｡ご冥福をお祈り
します。
私は40年前は高校球児でした｡ﾋﾟｯﾁｬｰとして原辰徳と

3打席対戦したことがあります｡いい思い出です。
高津警察には平成26年3月19日署長として着任し､もう
すぐ1年が経とうとしています｡着任して以降､高津区内
の犯罪と交通事故を何とか減らそうと四六時中考えて
おります｡ただ､警察官一人あたりが担当する市民が約
1,100人､夜ともなればもっと多くなりますし､また､警
察官の中には経験の浅いものもいて､ご迷惑をおかけす
ることもあると思います。

お客様

古宮忠男様(高津警察署 署長 : 卓話者）

報 告

＊理事会報告
1.4月の予定
4月 2日(木) 卓話 新入会員 定例理事会

9日(木) 卓話 新入会員
17日(金）移動例会 R情報ｾﾐﾅｰ
23日(木) 移動例会 養護学校慰問
30日(木) 休 会

2.米山記念奨学生 受入れの件 4月より1年間
中国（ﾓﾝｺﾞﾙ) 徐 子琦(ｼﾞｮ ｼｷ)さん 承認

3.4月23日 養護学校慰問の件 出し物・土産の件
ることもあると思います。
お手元の資料をご覧下さい｡犯罪認知件数は平成25年

度に比べ平成26年度は40件減っています｡面倒だからと
犯罪があっても届け出ない人もいますので､数字だけで
言い切ることはできませんが､若干減っていると言えま
す｡ただ､自転車盗､ｵｰﾄﾊﾞｲ盗はかなり増えています｡こ
れらは駅周辺より自宅周辺で起こることが多いようで
す｡油断するのと､対象が軽いので鍵をかっていても丸
ごと持って行かれるｹｰｽも多いようです｡ﾊﾞｲｸにしても
二種の100㏄から150ｃｃあたりの軽いものが狙われて
いる傾向が顕著です｡昨年2月､常習窃盗団を逮捕しまし
たが､平成21年からでも約600台､被害額は8千万円程度
とみられます｡本人の自供では千台を超えているとも思
われます。
自動車ではﾄﾖﾀのﾊｲｴｰｽやｽﾊﾞﾙのﾚｶﾞｼｰなどが多いので

すが､高級車の部品､特にﾀｲﾔが狙われます｡あっという
間に取って行かれてしまうようで､何回も被害に遭った
人もいます。
振込め詐欺も増加しており､平成26年だけでも被害額

は42億円に達しています｡外聞が悪いからと届け出ない
ｹｰｽもあるので実態はもっと多いかも知れません。
110番件数はほぼ横ばいです｡交通事故の通報が多い

のですが､中には一人で100件も掛けてくる方もいます｡
犬の鳴き声がうるさい､子供の足音がうるさい等で掛け
てくるｹｰｽも多いのです。
交通事故の発生数は川崎市がﾜｰｽﾄﾜﾝです｡これは何と

かしないといけないと思っています。
その他として資料には書いてありませんが､DV､ｽﾄｰｶｰ

など男女関係のもつれの事件もあります。
最後に防犯ｶﾒﾗ設置をお願いします｡費用の負担の問

題もありますが､犯罪の抑止効果は大きいといえます。



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第２８回 ２月１２日(木)】
会員卓話
｢職業奉仕についての研究結果｣

本藤光隆会員

1.1.皆さんもご存じ､怠けﾛｰﾀﾘｱﾝの私が､この頃､ごく稀に
ではありますが､職業奉仕について調べるようになりま
した｡きっかけは､初めて職業奉仕委員長になった時、
出席した地区協議会で､｢職業奉仕とは職業を通じて社
会に奉仕することではない｡職業奉仕は自分の職業に奉
仕することだ｡だから弁護士が無料で法律相談してもそ
れは社会奉仕ではあっても､職業奉仕ではない｡｣という
話を聞いてからです｡しかし一方で、職業奉仕こそがﾛｰ
ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを他の奉仕団体から区別するものであるという
話もあり､何のことか疑問は持っていました。
2.2.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等でいろいろ資料を探してみましたが､そも
そも定義からして明確なものがありません｡｢職業奉仕
は難しい｣｢実践倫理だ｣など勇ましい言葉は出てくるの
ですが､それが何かを説明するものがないのです｡分か
らないものを実践するというのは不可能です。
ただ､｢自らの職業を倫理的な意味で高めること｣と言

うのが一番分かりやすい定義に近いものだろうと思わ
れます。
3.3.ここからは私が調べた結果です｡実践するなどという
勇ましい話ではなく､客観的に職業奉仕という概念を観
察してみただけの話だとお含み置きください｡あくまで
私見であり仮説です。
私は､ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの発生と発展の過程を歴史的に見る

と理解がしやすいかと思われます｡さる文献によれば､
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽがﾛｰﾀﾘｰを設立したのは､資本主義が過度に行き
過ぎたｱﾒﾘｶ社会で､食うか食われるか､ﾙｰﾙのない弱肉強
食の社会に疲れ果てた結果､利害関係の少ない異業者と
の交流に安らぎを見い出した為だそうです｡当初は親睦

＊2/5 (順不同､会員敬称略）
福嶋 徹 古宮様､ようこそ｡本日の卓話よろしくお願いしま
す｡本日これから雪に変わる予報です｡お気を付け下さい｡

＊謝辞 石川演慶副会長

ﾛｰﾀﾘｰの奉仕活動は皆で団結して活動することはで
きますが､職業奉仕は団結して活動しづらいです｡
しかしﾛｰﾀﾘｰ活動の根幹を成す部分だと思います。
職業奉仕は色々な解釈ができること､また､ﾛｰﾀﾘｱﾝは

ﾊﾞﾗﾊﾞﾗの職業を持つため､地区やｸﾗﾌﾞでの集まりでも
解釈の統一が難しいのが実情です｡短く言えば職業奉
仕は倫理的に道徳的に自分の職業を高めることだと私
は解釈しています｡
本藤会員はﾛｰﾀﾘｱﾝになられて20年とのことですが､

最も難しい職業奉仕をご自分の解釈を入れた上で皆が
わかりやすいように説明して下さり､さすがは弁護士
先生だと思いました｡ﾛｰﾀﾘｰについての理解が非常に深
い本藤会員には､川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの中心的なお役も
担っていただきたいと思いますので､よろしくお願い
致します。
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の交流に安らぎを見い出した為だそうです｡当初は親睦
団体として利害関係のないものが集まり､持ち回りで集
会を開いていたそうですが､一業種一人の制約の中で利
害関係のない者同士､気楽な親睦が図れたため､ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌﾞは盛んになったとのことです｡ところが世界大恐慌が
発生し会社や事業者がばたばた倒れていく中､会員が自
分の事業の維持存続をはかる手段を見つける必要に迫
られました。
その時に出てきた対策が職業倫理を高めることでし

た｡おそらく顧客の信用を増して商売を安定させようと
いう意識があったのだと想像します｡もう一つとしては
他人はかまわず自分の利益の極大化を図るという方向
があったと思いますが､ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはその道を選ばなか
ったようです｡ともかく､その方向性が成功したようで､
その結果職業奉仕が高い価値観としての地位を確保す
るようになったと思われます｡ある意味では相手を犠牲
にして利益を追求すると､その相手からいずれは同じこ
とをされることになりますから､最も安全に利益を上げ
る方法を見つけたと言ってもいいかもしれません。

つまり､ここで注目すべきは､利益の追及と倫理的な
向上が一致することを発見したことです｡職業である以
上､報酬を取るのが当たり前ですが､日本人はお金を取
るのは奉仕ではないという観念を持っています｡ですか
ら日本人の書いた文献を読むと職業奉仕は結果的に社
会の役に立つという言い方で社会奉仕に持って行って
しまうものが多いのです｡しかし私は､素直に利益を追
求することの価値を認めていいのではないかと考えて
います｡そこが単なる弱者保護のための奉仕と異なる点
です｡人間の本能を否定した結果､共産主義が倒れたよ
うに､人間が単なる善意だけで奉仕が続くと考えるので
あれば､それは現実否定で､いずれ消滅せざるをえませ
ん｡また､奉仕される方はその立場に甘んじてしまうで
しょう｡まさに奉仕する方とされる方の双方がｳｨﾝｳｨﾝで
あることを発見したのが､ﾛｰﾀﾘｰの優れたところではな
いかと思っています。

す｡本日これから雪に変わる予報です｡お気を付け下さい｡
三家 護 2/3節分2/4立春､春です｡そとは雪の様ですが､頑
張って行きましょう｡
＊2/12
福嶋 徹 途中退座します｡石川副会長宜しくお願いします｡
大橋健治 本藤さん､本日の卓話よろしくお願いします｡
三家 護 先日は突然の大寒波の来襲でした｡体調に気をつ
けて下さい｡
志村正夫 札幌雪祭り初日に妻と行って来ました｡天気に恵
まれ､素晴らしい旅が出来ました｡


