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平成 24年 10月 10日、津市の三

重 県総 合 文化 セ ンター 中 ホール

で、午後1時30分 から 「地域安全 ・

暴力追放二重県民大会」が開催 さ

れた。

第一部では、暴力追放二重県民

セ ンター会長 (鈴木英敬二重県知

事)、二重県防犯協会連合会長 (伊

勢度会地区生活安全協会長鈴木健

一伊勢市長)、二重 県警察本部長

の挨拶、前葉津市長他来賓挨拶の

後、防犯功労者、団体等の表彰が

行われ、二重県自治会連合会長の大会宣言採択が読み上げられて終了 した。

第二部では、元殿さまキングスの多田そうべい氏の講演、歌謡シ ョー、マジックシ ョー、二重県警

察音楽隊演奏 と協賛ア トラクシ ョンが行われた。

表彰式では、伊勢度会地区生

活安全協会 か ら (公財)全 国防

犯協会連合会表彰 と して藪野修

次氏 (伊勢市楠部町防犯委員会)

が栄誉銀章 を、島田茂氏 (伊勢

市桜木 町防犯委員会副委員長)

が、栄誉銅章を受賞 した。

中部防犯協会連絡協議会表彰

として功労団体の部で伊勢度会

地区生活安全協会地域安全部会

の尾上電気株式会社 (代表尾上

勝氏)が 、功労者の部で小西蔀

氏が、それぞれ受賞 した。

栄誉銀章受賞の藪野氏 栄誉銅章受賞の島田氏

表彰受賞の尾上氏 表彰受賞の小西氏
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平成 24年 全国地域安全運動に伴い、平

成24年 10月13日、二見町老人健康福祉セ

ンターにおいて午後 1時 30分 か ら 「みん

なでつ くろう安心の街 フェスタ」を伊勢

警察署、伊勢市 との共催で開催 した。 (伊

勢市 自主防犯団体連絡会 を中心 に127名

の参加)

第一部では、皇學館大学准教授板井正

パネルディスカッションの様子       斉 (いたい まさなり)氏 をコーディネー

ターに招き、自主防犯団体連絡会を代表 して4団 体がパネルディスカッションを行い、それぞれの地

域にあった自主防犯パ トロールのあり方等の意見交換を行った。

第二部では、安田博子バ レー研究所児童の演舞、二見中学校吹奏楽部による演奏、豪華景品が当た

る 「お楽 しみ抽選会」が行われ、伊勢市自主防犯団体連絡会長中西武男氏の挨拶を最後に 「みんなで

つくろう安心の街フェスタ」を終了した。

平成24年 12月H日 午前 7時 30分 か

ら、伊勢市黒瀬町伊勢市生涯学習セン

ターいせ トピア駐車場で伊勢警察署生

活安全課、交通課、伊勢度会地区生活

安全協会、伊勢地区交通安全対策協議

会が共催で 「年末年始特別警戒取締 り

出発式」を開催 した。

伊勢警察署長、伊勢市長の挨拶、来

賓紹介の後、一之木須原団青年木遣 り

による木遣 りの披露、伊勢警察署生活

安全課長の号礼により防犯パ トロール

隊、広報啓発隊が防犯パ トロールに出

発 して終了 した。

安田博子バ レー研究所児童の演舞 二見中学校吹奏楽部の演奏 自主防犯団体連絡会長の挨拶

年末年始特別警戒取締 り出発式の様子
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平成24年 11月23日 、(株)伊勢安土桃山文化村主催、二重県、伊勢市、伊勢警察署等が後援の東日

本大震災復興チャリティイベントに伊勢度会地区生活安全協会も後援 して、伊勢市危機管理課員、自

主防犯団体員とともに会場内で、「振 り込め詐欺被害防止等の防犯啓発チラシ」を来場者に配布して、

各種犯罪の被害防止を呼び掛けた。(写真 防犯啓発チラシを配布する伊勢警察署員等)

平成 24年 10月 6日 、 7日 に開催 された伊勢 まつ り

会場において、 10月 7日 に 「地域安全展」を開設 した。

地域安全展では、振 り込め詐欺被害防止、暴力追放等

のキャンペーンを行い、防犯啓発チラシ、グッズを来場

者 に配布、二重県防犯設備協会の協力を受け、玄関 ドア

錠等の防犯対策 (防犯性能の高いCP製 品)に よる侵入

窃盗被害防止の呼び掛 け、子 どもを対象 に似顔絵 コー

ナー、飴のつかみどり等を行 つた。

平成 24年 9月 1日、度会町の宮 リバー度会パーク子 ど

も広場で開催 された “2012わ た らいフェスタ in鏡 "

に伊勢度会地区生活安全協会では伊勢警察署 と合同で参

加 し、会場内で 「地域安全展」を開設 して子 どもを対象

に犬等の形 を作 ったフーセ ンを配 り、大人を対象に 「振

り込め詐欺被害防止」等の防犯啓発チラシを配布 して来

場者に犯罪被害防止を呼び掛けた。
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全国地域安全運動モデルポぶター ・標語の入賞者

ポスターの部 (敬称略)

最優秀 (自転車盗防止部門)

優  秀 (住宅を対象とした侵入犯罪防止部門)

特別賞

標語の部 (敬称略)

最優秀 (暴力追放部門) 伊 藤   淳

杉 原 香 菜

橋 本 紗弥子

伊勢市ひまわ り

伊勢市、玉城町、度会町、

入賞者は、(敬称略)

最 優 秀

明倫小学校 2年

中島小学校 4年

明倫小学校 6年

倉田山中学校 1年

厚生中学校 3年

宇治山田高等学校 1年

優  秀

修道小学校 1年

神社小学校 4年

厚生小学校 5年

厚生小学校 6年

御薗中学校 1年

倉田山中学校 2年

港中学校 2年

宮川中学校 3年

宮川中学校 3年

皇學館高等学校 1年

優  良

有絹小学校 2年

外城田小学校 4年

御薗小学校 4年

中島小学校 5年

浜郷小学校 6年

御薗中学校 1年

御薗中学校 2年

御薗中学校 2年

御薗中学校 2年

倉田山中学校 2年

皇學館中学校 2年

厚生中学校 3年

厚生中学校 3年

厚生中学校 3年

皇學館高等学校 2

和田 萌花

坂口 果南

田中  晴

丸井 寧 々

山本 陽菜

東浦 奈音

松月八重子

辻村 紗也

福浦 桃奈

籠谷 明莉

奥野 紗加

金子 真弓

立野 幸実

入江真己子

漬田美知留

地域安全活動推進モデル事業所ポスター入賞者 徴称略)

秀

作

優

佳

有限会社伊勢福勤務

学校法人伊勢学園双康幼稚園勤務

瀧  愛華

安井 千晴

地域安全ポスター入賞者

南伊勢町の小学児童、中・高校生を対象に募集 した「地域安全ポスター」の

中西  碧

平尾 礼斗

田浦 成昭

奥田 幸弓

平賀 礼子

橋本紗弥子

中川 和音

山羽 紗由

山本 晶子

鈴木 優芽

森田 和熙

西邑 日向

澤村 幸奈

森  育子

辻村 亜弥

森田 祐生


