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【会長テーマ】 ： 会 員 増 強 と ロ ー タ リ ー を 学 び 、 我 が 奉 仕             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

    例 会 報 告       

 開会点鐘  冨岡 昭一 会長 

 司  会  長戸 隆彦 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  金子 利昭親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

4月 プログラム名 

第 2例会 4月 11日 
卓話 川崎市歯科医師会 

学校歯科医 川越元久氏 

第 3例会 4月 18日 

卓話 ソープアドバイザー 

佐々木沙紀様 

「様々な成分の石鹸選び方と使

い方」 

出 席 報 告 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

45名 37名 

8名 

対象外 

（7） 

97.37％ 

欠 7名 

対象外 

（6） 

MU0名 97.44% 

【本日の欠席者】 

三木 治一会員  市川 宏 会員  松田 敏治会員 

井上 光明会員  松井 孝至会員  堀一 慶明会員 

白井 正男会員  小林 敏伸会員 

ニコニココーナー  志村 修司副 SAA 

冨岡 昭一会長：原敏之会員、本日卓話よろしくお願い

します。 

渡邉 新治幹事：原さん卓話、楽しみにしています。小

泉さん前回は司会ありがとうございます。

楽しませて頂きました。本日もよろしくお

願いいたします。 

細山勝三郎会員：原敏之会員卓話楽しみです。3/29、6

クラブ合同ゴルフコンペでハンディたくさ

ん頂き 3位になりました。 

伊藤 文治会員：原さん今日は卓話ご苦労様です。 

川口 禮敬会員：①一昨日の地区研修・協議会お世話に

なりました。また 2次会も楽しかったです。

②原会員卓話ご苦労様です。楽しみです。 

金子 利昭会員：本日新会員卓話、原敏之さんよろしく

お願い致します。 

小島 徹 会員：原敏之さん卓話楽しみにしております。 

廣山 宗一会員：①ロータリーの友 4 月号を訪ねて。

大船渡西ＲＣ震災復興のパワフル談お読み
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下さい。②1 月号パズル当選しました。皆

様も参加して下さい。 

中山 武夫会員：原敏之さん、今日は卓話ご苦労様です。 

市川 実 会員：原敏之様、入会卓話よろしくお願いし

ます。 

小丸日出夫会員：4/2 の地区講義会ご出席の皆様大変ご

苦労様でした。原敏之会員の入会卓話楽し

みにしておりました。皇宮警察時代の面白

いことやその他の経験談を許される範囲で

ご披露下さい。 

髙木 洋一会員：原会員新会員卓話楽しみにしておりま

す。 

内藤 幸彦会員：原会員新会員卓話ご苦労様です。貴重

な職歴や体験談を楽しみに拝聴させていた

だきます。 

小島 満 会員：①地区研修・協議会では出席の皆様お

世話になりました。②原さん会員卓話楽し

みにしています。 

叶野 聡 会員：原敏之さん新会員卓話楽しみにしてい

ます。 

鹿島 義久会員：地区協議会には小丸日出夫さんはじめ

皆様には大変お世話になりました。 

柾木 國義会員：原敏之さん卓話ご苦労様です。 

長谷川俊雄会員：観桜例会では大変お世話になりました。

渡邉幹事さんには、ご迷惑をかけました。

ありがとうございました。 

長戸 隆彦会員：原会員、卓話楽しみにしております。 

小泉 繁勝会員：原会員卓話待ってました。楽しみにし

ております。 

志村 修司会員：原敏之さん卓話楽しみにしております。

ご苦労様です。 

合計  21件   22,000円 

累計  577件   658,000円 

 

会 長 報 告 冨岡 昭一会長 

1.地区より 2017年 4月のロータリーレートのお知らせ 

 が届いております。 

 2017年 4月  1ドル＝116円 

    ＊2017年 3月も 1＄＝116円 

2.公益財団法人 米山梅吉記念館より春季例祭のお知ら 

 せが届いております。また賛助会ご入会のお願いにつ 

 いても届いております。 

 ＜春季例祭＞ 

  日 時：4月 22日（土） 14：00  

  場 所：米山梅吉記念館ホール 

  回覧いたします。参加ご希望の方は事務局までご連 

  絡願います。 

3.ロータリー囲碁同好会より「第 18回ロータリー国際 

 囲碁大会（台湾）」のご案内が届いております。 

 集 合：6月 3日（土）15：00 桃園市内のホテル住 

     都大飯店ロビー 

 参加料：15,000円    詳細は回覧いたします。 

幹 事 報 告 渡邉 新治幹事 

1.例会変更 

 川崎鷺沼  4月 12日（水）  休会 

       4月 26日（水）  休会 

2.本日例会終了後、理事役員会がございます。関係各位 

 のご出席をお願いいたします。 

 ✿～本日の卓話～✿ 

 新入会員卓話  原 敏之会員 「皇宮警察について」 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
小泉 繁勝会員    冨岡 昭一会員 

宇田 昭一会員 

会員誕生日 

清水 専吉会員    冨岡 昭一会員 

上原 伸一会員     叶野 聡 会員 

田邉 進 会員    宇田 章二会員 

結婚記念日 

井上 光明会員    小丸日出夫会員 

井上 裕司会員    細山勝三郎会員 

清水 専吉会員     松田 敏治会員 

配偶者誕生日 

志村 修司会員 洋子様 

鹿島 義久会員 晴代様 

島 利夫 会員 由美子様 

叶野 聡 会員 恵美様 

渡邉 新治会員 葉子様 

森田 淳 会員 幸江様 

 



委員会報告 

小島徹 事業委員長より、45周年事業アンケート集計 

結果の報告がありました。 

 高木洋一 副幹事より、4月 2日（日）に開催された 

地区研修・協議会の報告がありました。 

 

 卓 話  

 

＜原敏之会員による新会員卓話が行われました。＞ 

皇宮警察について 

１ 皇宮警察の歴史 

(1)  明治時代 

明治維新政府の基礎もしだいに固まり、諸制度の

近代化が進むにつれ、軍事制度と警察制度の分化が

進み皇室の護衛、皇居等の警備は近衛・東京府(警

視庁、消防)から宮内省へ移った。明治 19年宮内省

主殿寮に皇宮警察署が創設された。 

(2)  大正時代に入り大正10年皇室令第7号により大

臣官房に移管され独立部局となった。大正 12年従

来主殿寮の内舎人によって行われていた側近護衛

が正式に皇宮警察の所掌として制度化された。 

(3)  昭和時代 

 昭和20年近衛の解体に伴って設置された禁衛府

に所属したが、同年 21年禁衛府が廃止され宮内省

皇宮警察署として再発足し、さらに 22年からは警

視庁に所属、23年から国家地方警察本部に附置さ

れ名称も皇宮警察府、皇宮警察局を経て皇宮警察本

部と改称された。昭和 29年現行警察法が制定され

皇宮警察本部は警察庁に附置された。 

 

２ 皇宮警察の任務 

  警察法 29条に責務として、天皇及び皇后皇太子そ

の他の皇族護衛、皇居、御所の警備その他皇宮警察に

関する事務をつかさどると規定され、同法 69条に職

務として天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、

身体、若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する

罪、皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは

天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供さ

れている施設における犯罪について司法警察職員とし

ての職務を行う。と定められている。 

(1)  管轄 

 皇居、赤坂御用地、京都御所、京都大宮御所、  

仙洞御所、常盤松御用邸 

 那須・須崎・葉山御用邸、修学院離宮、桂離宮、

正倉院 

(2)  組織 

・ 警務部 

  警務課、企画監察課、教養課、厚生課。会計課 

・ 警備部 

  警備第一課、警部第二課 

・ 護衛部 

  護衛第一課、護衛第二課。護衛第三課 

・ 護衛署 

  坂下護衛署、吹上護衛署、赤坂護衛署、京都護

衛署 

・ 警察学校 

 

３ 皇宮警察と済寧館 

  明治 16年明治天皇の勅命で千代田区紀尾井町(現在

のホテルニューオータニ)に竣工する。数多くの天覧試

合が行われる。 

  関東大震災により損壊改築され、現在の建物は昭和

８年大手門内に創設当時の規模で竣工される。 

建坪 300坪、切妻千鳥破風の伝統的建築様式で、内部

は正面に玉座があり、その左右には有栖川宮熾仁親王

の扁額、横山大観の富士の絵が飾られている。 

昭和 9年皇太子殿下御誕生奉祝天覧武道大会、昭和

15年紀元二千六百年奉祝天覧武道大会が開催される。 



  戦後武道が禁止されるが、済寧館は黙認され、稽古

が続けられた。武道以外では昭和 24年将棋の名人戦

(塚田正夫－木村義雄前名人)が開催されている。現在

も節目の年に天覧・台覧試合が開催されている。 

  皇宮護衛官は白稽古着・袴を着用するが、これは神

職同様、清廉にして潔白でなければならぬという理由

から白稽古着・袴を着用している。 

 

原敏之会員の経験談を楽しく、非常に興味深く拝聴 

しました。大変参考になりました。    

（会報委員長 叶野聡） 

 

 


