国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata

八街ロータリークラブ週報
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yachimatarc/

例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

2018-19年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
バリー・ラシン
East Nassau RC（バハマ）

会長 山本 和男 ・ 会長エレクト 増田 繁 ・ 副会長 木村 利晴 ・ 幹事 増田 繁

第2547回 2019年4月24日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

4/24
29
27
4/10
30
24
会員総数 30名

2
6

出席
率％

93.1
80

ＭＵ

修正
出席率％

3

90

【ニコニコボックス】
◇平成最後の例会となりました。
山本 和男会長

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 83.22%
4/10メークアップ3名・荒木会員、川崎会員（地区協）
・泉水会員（理事会）
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山本 和男
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それでこそロータリー

お 客 様

八街幹部交番所長
石井 勝様
移動交番係
青田様
小笠原様
戸村様
山田台駐在所
今井様
西林駐在所
悪原様

こんにちは。本日は八街幹部交番所長、石井
様はじめ、大勢の方々にお出で頂いております。
大変お忙しい中、例会に来て頂きありがとうご
ざいます。後程、振り込め詐欺の寸劇をして下
さるそうです。当クラブにもお金をいっぱい
持っている高齢者が沢山います。今日は詐欺に
騙されない勉強をしたいと思いますので宜しく
お願いします。
さて先だって27日土曜日には、2019—20年度
諸岡ガバナー年度の地区研修・協議会に当クラ
ブから9人が参加しました。当日は成田クラブ
の方々が迎え入れてくれました。午前中は
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第１部として本会議と言うことでしたがその
◎女性交流会のご案内
なかでガバナー輩出クラブのプレゼンがあり、
日時：2019年6月20日（木）14:00～18:00
地区大会記念ゴルフ大会を2019年10月21日に
場所：ホテルブルーベリーヒル勝浦
成田ハイツリーにて開催するそうです。賞品
は１泊２日のペア旅行券等、豪華賞品を用意
◎受贈週報等 ・黎明高校入学式御礼
してあるので 早めに申し込み下さいとのこ
とです。また地区大会は2月22日、23日にアパ
ホテル&東京ベイ幕張ホールにて開催されるそ
うです。成田らしい催しを考えているとのこ
と楽しみにしていて下さいと、地区大会会長 【卓
話】
八街幹部交番
の設楽さんが挨拶されました。午後は第２部
所長 石井 勝様
として部会別協議会になりましたが、今年は
成田の諸岡ガバナーです。熱の入れ方が違い
ます。いつもなら早く終わった部会もあった
のですが、今年はどの部会も4時迄 みっちり
やりました。
途中休憩がありますが帰らないようにと注
意を受けたりしましたので、帰ってしまう人
もいなかったようです。また途中に指名を受
け抱負を述べさせられたりして、なかにはと
んちんかんなことを言う人もいたりしていつ
もなら寝ている人もいたのですが、大変緊張
した会議であったかと思います。
皆さんこんにちは。八街幹部交番の石井です。
本年2月の異動により、県警本部から八街幹部
交番所長として着任いたしました。どうぞよろ
しくお願いいたします。
【幹事報告】
幹事 増田 繁
本日は、八街ロータリークラブの例会にお招
きいただきまして、ありがとうございます。ま
た、皆様には、平素から警察活動の推進にあた
り、ご支援ご協力をいただいておりますことに、
この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げ
ます。ありがとうございます。
今回、八街ロータリークラブの例会の席上に
おいて「警察防犯及び警察活動について」の卓
話依頼をいただきました。内容については、警
察に関係することであれば何でもいいとのお言
葉を頂きまして、私自身、皆さんに対して何を
◎最終会長幹事会のご案内
話せばいいのか、どんな内容が良いのか、と
日時：2019年6月13日（木）～14日（金）
色々考えましたが、私のこれまでの経歴の中で、
場所：木更津GC（現地集合 午前8時30分）
皆さんに話せるほどの実績や経験も乏しく、ま
木更津 旅館かわな
たためになるような話もできませんので、本日
（午後5時チェックイン）
は“今警察として力を入れている施策は何
か”“皆さんが、身近に感じている犯罪は何
◎フェアウェルパーティのご案内
か”と考えた時に、主に高齢者が被害者となり、
日時：2019年6月14日（金)18時開会
近年社会問題化して久しい犯罪である「電話de
場所：ホテル ザ・マンハッタン
詐欺 振り込め詐欺」について話すのが一番良
いのではないかと思い、本日は「電話de詐欺
◎ロータリーデー2750 フェスタ2019のご案内
（振り込め詐欺））の原状と対策についてを議
日時：2019年5月12日（日）10時スタート
題として話したいと思います。ただし、私の拙
場所：アーク・カラヤン広場（港区）
い話だけではつまらないでしょうから、私から
は電話de詐欺の発生状況について話した後、
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現在電話de詐欺(振り込め詐欺)防止に向けて県 ※ここで参考までにお話しますと、今から10年
警で取り組んでいる施策である「寸劇」を活用 前の平成20年当時の桜警察署管内の認知件数は
3,921件（1日に換算す
した防犯活動を、幹部交番移動交番係と駐在所 どうかと言いますと
ると約10.7件）で、昨年の認知件数（平成30年
勤務2名（山田台・西林）により披露したいと
1,561件・1日約4.3件）と比較すると -2,360
思います。
まず、皆さんには移動交番と言うのはどのよ 件と大幅に減少しております。
うな係なのか、ご存じない方もいらっしゃると 更に、佐倉警察署管内の犯罪発生のピークはい
思いますので、少し紹介しますと、移動交番係 つかと言いますと、平成13年で7,696件
は佐倉署と八街幹部交番それぞれに配属されて （‐6,135件） 平成30年は、約-80％ 1日約
おり、車は2台あります。そのうちの1台が八街 21件 でありました。
平成13年に、1日約21件発生していたものが、
幹部交番に配車されております。移動交番の車
昨年は約4.3件に減少しております。
はボンゴ型タイプの車で、白と青のツートン、
どうでしょうか。このデータを見る限り、
サイドに「千葉県警察移動交番車」と記載され
ており、後部に「シーポック」（県警マスコッ 我々警察官はもとより、市民の方々も体感治安
ト）が描かれている車です。なお八街幹部交番 の向上を感じていただけるのではないかと思い
の車はマイクロバスタイプの車です。勤務員は、 ます。
これも市民の皆様の協力と防犯意識の高まり
移動交番係として警察官2名、警察相談員1名の
によるものと思います。警察では引き続き犯罪
3名が配属されております。いずれも強者揃い
でして、それぞれ専務経験豊富な警察官です。 の防止に力を注いでまいります。
※話はそれますが、県警では毎年その年の重点
主な任務は
○子ども（保育園等の児童）を対象とした交通 目標を決めて業務の推進を図っております。平
安全教育や小学校などの登下校時における見守 成31年度千葉県警察活動方針の重点目標は“安
全安心できる県民生活の確保”です。
り活動
○今日これから披露する寸劇等を活用した、犯 この重点目標を達成すべく警察官の基本姿勢に
ついて、我々警察官の基本姿勢として、「頼れ
罪防止のための広報啓発活動
○交番のない場所において移動交番を開設して、 る・誇れる・思いやりのある千葉県警察」を掲
げております。私自身個人的にはこの基本姿勢
地域住民とのふれあい活動
など、地域に密着した活動を行うことにより、 について、我々警察官としてのあるべき姿が、
犯罪等の抑止活動を行うのが主な任務でありま 非常に分かりやすく表現されている言葉である、
と思っています。
す。
私達八街幹部交番では、この基本姿勢のもと、
このほかには、大規模発生時（東日本大震
○地域住民が不安を感じている犯罪は何か。
災）には、特別派遣として被災地に赴き仮設住
○地域で増加している犯罪は何か。
宅や体育館等の避難場所に赴き、被災者（住
民）とのふれあいを通じて心のケアを行ったり を見極めながら、「安全で安心できる県民生活
の確保」に向けて、すべての警察官が職務に当
しています。
食事の後の一時という事もあり、まぶたが落 たっています。
ちていくかもしれませんが、しばらくの間お付 ※話はそれましたが次に電話de詐欺の発生状況
です。平成30年における電話de詐欺の認知件数
き合い願います。
はじめに私から犯罪の発生状況についてお話 は
します。平成30年中における佐倉警察署管内の ○県内 1,343件（前年比-174件） 被害額は
約26億４千万円（前年比-４億７千万円）です。
刑法犯認知件数ですが、1,561件（1日約4.3
○佐倉警察署管内 ４６件（約8,470万円）
件）で、前年比-287件（約-16％）と減少して
八街幹部交番管内 4件（約1,100万円）です。
おります。
では八街幹部交番管内はどうかと言いますと、 被害の手口や特徴につては、オレオレ詐欺が
80.1％ 被害者は、65歳以上が91％（女性が約
認知件数は473件（1日約1.3件）で、前年比84％）と、女性の方が昼間自宅にいる人が多い
140件（約-23％）の減少です。
という事も一因かもしれません。
また平成31年3月末現在では
本年、平成31年3月末現在ではどうかというと
○佐倉署管内では343件（-51件） -13％
○県内 282件（-32件） 被害額約4億7,400万
○八街幹部交番管内は94件（-30件）-30％
円（-約1億1,100万円）です。
と、更に減少傾向にあります。
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今日の私の話で、ここだけは覚えて帰ってくだ
さい。
また今後は平成から令和となる5月1日以降、
令和を語る詐欺が増加するものと予想されます。
「令和・・・・」という電話があったら詐欺と
思え！です。
高齢者が、老後のため、子供のため、孫のため
と一生懸命貯蓄したお金をだまし取る詐欺は、
絶対に許すことが出来ません。１件でも未然防
止を図るとともに、出し子をはじめ被疑者の徹
底検挙に努めてまいります。宜しくお願いしま
す。
このように警察では「電話で詐欺の未然防
止」に力を入れております。また「防犯寸劇」
については、様々な場所で行っています。高齢
者の集まる集会や施設等でも積極的に行ってい
きたいと考えております。皆様のお近くで要望
がありましたら、ご連絡をいただければと思い
ます。
それでは移動交番係員による電話de詐欺に係
る防犯寸劇を行いたいと思います。

○佐倉署管内 12件（約1,250万円） 八街
交番 4件（約440万円）
※八街交番管内の発生は、すでに昨年と同数
を認知。なお県内において声掛けにより未然
に防止した件数は246件（約1億6,500万円）
で、このうち家族・親族によるもの128件、
金融機関によるもの46件などとなります。
本日皆さんに伝えたい事のメインは、ここ
からなのです。
では皆さんが電話de詐欺の被害に遭わない
ためにはどうしたらいいか。心構えは？とい
うと、
電話で「金」・「カード」の話が出たら詐欺
だと思えという事を覚えてください。詐欺の
キーワードは「電話」、「メール」、「はが
き」で 『お金』 『キャッシュカード』
『電子マネー』 等の話がでたら電話de詐欺
です。まずは
○慌てず身内に必ず話をする。
○警察に通報する。
このどちらかを必ず実行していただきたい。

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・鈴木 慶夫
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