
第２２５５回例会報告議事録
日時　２４年８月７日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	千葉県我孫子警察署署長
	 千葉県警視　　佐藤		剛	様
	 生活安全課長　岡田	様

　先週の手賀沼クルージングの夜間家族例会は多数の方にご参加いただき、あ
りがとうございました。塩毛親睦委員長がかねてからやりたいと言っていた花火
も船上ででき、非常に楽しめたかなと思います。
　得居ガバナーが作られた「忘筌（ぼうせん）」という冊子を我孫子ＲＣに３部
いただきました。日本人がロータリーの中で重要視している職業奉仕の根幹の
歴史に関して松戸ＲＣの土屋さんが書いてくださっています。複製して皆さんに
お配りしました。ご一読いただけたらと思います。

　８月４日に国際奉仕と財団合同セミナーがあり、瀧日会員と今井会員に参加していただきました。
今までの財団の寄付金の流れが変わります。
　福島県の会津藩の藩士の子弟を教育する「什（じゅう）」という組織があったそうです。６〜９才
くらいの子１０人前後が集まり、年長者がリーダーとなり什長になりました。什では毎日順番で仲間
の家に集まり、什長が会津藩で決めたおきてを教訓しました。
　一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ
　二、年長者には御辞儀をしなければなりませぬ
　三、虚言をいふ事はなりませぬ
　四、卑怯な振舞をしてはなりませぬ
　五、弱い者をいじめてはなりませぬ
　六、戸外で物を食べてはなりませぬ
　七、戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ
最後に「ならぬことはならぬものです」で締めくくります。これが社内回覧資料に載っておりました。
　昔は近所のおじさんに怒られ、親や先生にも怒られました。今はパワーハラスメントと言われたり、
親が先生を訴えたり、色々間違った方向なのか、一つの進化の過程なのか、乗り越えなければな
らない問題が山とあると思います。
　今日は我孫子警察署長がいらしています。我 ロ々ータリーとして出来る事があれば協力して行き
たいと思います。

丸田会長会長挨拶

・例会変更のお知らせ
	 柏ＲＣ	 ８月１５日（水）休会、２９日（水）「夜間例会」柏高島屋	屋上ビアガーデン
	 柏南ＲＣ	 ８月７日（火）				「納涼例会」夕方６時〜、８月１４日（火）夏期休会
	 柏東ＲＣ	 ８月１６日（木）休会
	 柏西ＲＣ	 ８月１７日（金）休会、２４日（金）柏ローターアクトクラブとの「合同夜間納涼例会」
	 松戸ＲＣ	 ８月１５日（水）休会
	 松戸中央ＲＣ	 ８月１６日（木）休会
	 松戸東ＲＣ	 ８月１７日（金）休会、３１日（金）チャリティーオークションの「夜間例会」
	 松戸西ＲＣ	 ８月１５日（水）休会
	 印西ＲＣ	 ８月１５日（水）休会、２２日（水）「夜間例会」
・ガバナー事務所　８月１３〜１６日　夏期休暇
・８月のロータリーレート　１ドル＝８０円
・ロータリアンの芸術作品（絵画、写真、書、彫刻、生け花、焼き物等）出展のお願い
　１０月２１日　森のホール２１にて
・米村でんじろうサイエンスショー　実験教室のご案内
・８月は会員増強月間です。
・８月１４日は休会です。
・９月２４日（月）地区大会記念ゴルフ大会　鷹の台カントリー倶楽部にて
・松戸ＲＣ、松戸西ＲＣ、流山ＲＣより活動計画書受理。
・週報受理　流山ロータリークラブ　
・活動計画書受理　流山RC、	松戸RC、	松戸西RC。

松本幹事幹事報告

　８月生まれの上村晃一会員、藤尾会員、塩毛会員、お誕生日おめでとうございます。

上村晃一会員より
「この年になりますとロータリーしか誕生祝いをやってくれません。嬉
しいことです。昭和１３年に生まれ、今年で７４才になります。第二次
大戦が始まる３年前に生まれました。有名人では与謝野馨財務大臣は
私と同じ年の同じ日に生まれています。日本郵政の西川善文さんや松
戸の倉田参院議長も同じ月です。ああいう人達にはとてもかないませ
んが、私はまだ丈夫でその辺は負けない所かなと思っております。

　小さい頃は新潟県の山の中の雪深い所で生まれ、家庭は大工の請け合いみたいな事と製材工
場をやっており、職人が２０〜３０人いた中で育ちました。
　小中学校時代は遅刻ばかりしていて、あだ名が遅刻王でした。田舎は雪が深くてトイレに行くの
が嫌で小学校５、６年生まで寝小便ばかりやっていました。布団を表通りに干されて、学校に行く
時みんなに冷やかされるのですが、その頃から人に何を言われても気にしなくなり、今は非常に助
かっています。それから、信濃川で遊び、正式な覚え方ではありませんが大胆に泳げるようになり
ました。失敗だらけの人生ですが、色々大胆にやったことで比較的今までもったようです。
　これから先、いくらもないのか長いのかわかりませんが、皆さんと一緒に出来るだけ長く頑張っ
て、楽しい人生にしたいと思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。」

荒井会員代理親睦活動委員会報告

２０名出席（全員で２７名）　出席率７４.１％
小池会員代理出席報告

お名前 メッセージ 金　額

上村晃一会員 誕生祝いを頂いて。 １,０００円　

星野会員 人生初めてミツバチの分化に遭遇いたしました。嬉しい限りです。 １,０００円　

上村文明会員 立山、大日徒走出来ました。 １,０００円　

丸田会長 佐藤署長、岡田課長様、卓話有難うございました。 １,０００円　

当 日 計 ４,０００円　

今期累計 ４０,０００円　

ニコニコＢＯＸ

　今年の２月に着任いたしました。前任地は県警本部の生活安全部の中の風俗保安
課で風俗営業、質屋営業、銃の許認可、売春、違法なエステ等の取り締まりを一年
間しておりました。　
　ずっと本部におり、署に着任したのは１５年振りで、署長職は初めてで不安な気持
ちで我孫子署に着任しましたが、あっという間に半年が経とうとしております。
　署長は必ず管内に居を構えなければならないので、署の敷地内の官舎に単身赴任し
ております。休日は時間を持て余して、健康管理と管内の実態把握という意味を込め
て市内を歩いております。

　我孫子署に着任して半年、我孫子市の印象は、手賀沼等の豊かな自然の中に閑静な住宅街が溶け込ん
でいる品のある町だなと思っております。管内にはいくつか駅がありますが、歓楽街がない治安上も落ち着
いた所だと思います。町の中に違法な貼り紙がなく、住民の方が規範意識の高い方が多く、素晴らしいと思
います。北の鎌倉、文豪の町、と言われるだけあるなと感心しております。
　我孫子ロータリークラブの例会にお招きいただき、本当にありがとうございます。規律のある素晴らしい
運営で敬意を申し上げたいと思います。
　我孫子警察署管内の犯罪の発生状況をご説明させていただきます。
　平成９年から２３年までの各都市毎の犯罪発生件数のグラフです。昨年平成２３年には平成１３年の
３０００数百件の３分の１まで減少しております。（次ページへ続く）

千葉県我孫子警察署署長　千葉県警視　佐藤  剛様卓話



第２２５５回例会報告議事録
日時　２４年８月７日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	千葉県我孫子警察署署長
	 千葉県警視　　佐藤		剛	様
	 生活安全課長　岡田	様

　先週の手賀沼クルージングの夜間家族例会は多数の方にご参加いただき、あ
りがとうございました。塩毛親睦委員長がかねてからやりたいと言っていた花火
も船上ででき、非常に楽しめたかなと思います。
　得居ガバナーが作られた「忘筌（ぼうせん）」という冊子を我孫子ＲＣに３部
いただきました。日本人がロータリーの中で重要視している職業奉仕の根幹の
歴史に関して松戸ＲＣの土屋さんが書いてくださっています。複製して皆さんに
お配りしました。ご一読いただけたらと思います。

　８月４日に国際奉仕と財団合同セミナーがあり、瀧日会員と今井会員に参加していただきました。
今までの財団の寄付金の流れが変わります。
　福島県の会津藩の藩士の子弟を教育する「什（じゅう）」という組織があったそうです。６〜９才
くらいの子１０人前後が集まり、年長者がリーダーとなり什長になりました。什では毎日順番で仲間
の家に集まり、什長が会津藩で決めたおきてを教訓しました。
　一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ
　二、年長者には御辞儀をしなければなりませぬ
　三、虚言をいふ事はなりませぬ
　四、卑怯な振舞をしてはなりませぬ
　五、弱い者をいじめてはなりませぬ
　六、戸外で物を食べてはなりませぬ
　七、戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ
最後に「ならぬことはならぬものです」で締めくくります。これが社内回覧資料に載っておりました。
　昔は近所のおじさんに怒られ、親や先生にも怒られました。今はパワーハラスメントと言われたり、
親が先生を訴えたり、色々間違った方向なのか、一つの進化の過程なのか、乗り越えなければな
らない問題が山とあると思います。
　今日は我孫子警察署長がいらしています。我 ロ々ータリーとして出来る事があれば協力して行き
たいと思います。

丸田会長会長挨拶

・例会変更のお知らせ
	 柏ＲＣ	 ８月１５日（水）休会、２９日（水）「夜間例会」柏高島屋	屋上ビアガーデン
	 柏南ＲＣ	 ８月７日（火）				「納涼例会」夕方６時〜、８月１４日（火）夏期休会
	 柏東ＲＣ	 ８月１６日（木）休会
	 柏西ＲＣ	 ８月１７日（金）休会、２４日（金）柏ローターアクトクラブとの「合同夜間納涼例会」
	 松戸ＲＣ	 ８月１５日（水）休会
	 松戸中央ＲＣ	 ８月１６日（木）休会
	 松戸東ＲＣ	 ８月１７日（金）休会、３１日（金）チャリティーオークションの「夜間例会」
	 松戸西ＲＣ	 ８月１５日（水）休会
	 印西ＲＣ	 ８月１５日（水）休会、２２日（水）「夜間例会」
・ガバナー事務所　８月１３〜１６日　夏期休暇
・８月のロータリーレート　１ドル＝８０円
・ロータリアンの芸術作品（絵画、写真、書、彫刻、生け花、焼き物等）出展のお願い
　１０月２１日　森のホール２１にて
・米村でんじろうサイエンスショー　実験教室のご案内
・８月は会員増強月間です。
・８月１４日は休会です。
・９月２４日（月）地区大会記念ゴルフ大会　鷹の台カントリー倶楽部にて
・松戸ＲＣ、松戸西ＲＣ、流山ＲＣより活動計画書受理。
・週報受理　流山ロータリークラブ　
・活動計画書受理　流山RC、	松戸RC、	松戸西RC。

松本幹事幹事報告

　８月生まれの上村晃一会員、藤尾会員、塩毛会員、お誕生日おめでとうございます。

上村晃一会員より
「この年になりますとロータリーしか誕生祝いをやってくれません。嬉
しいことです。昭和１３年に生まれ、今年で７４才になります。第二次
大戦が始まる３年前に生まれました。有名人では与謝野馨財務大臣は
私と同じ年の同じ日に生まれています。日本郵政の西川善文さんや松
戸の倉田参院議長も同じ月です。ああいう人達にはとてもかないませ
んが、私はまだ丈夫でその辺は負けない所かなと思っております。

　小さい頃は新潟県の山の中の雪深い所で生まれ、家庭は大工の請け合いみたいな事と製材工
場をやっており、職人が２０〜３０人いた中で育ちました。
　小中学校時代は遅刻ばかりしていて、あだ名が遅刻王でした。田舎は雪が深くてトイレに行くの
が嫌で小学校５、６年生まで寝小便ばかりやっていました。布団を表通りに干されて、学校に行く
時みんなに冷やかされるのですが、その頃から人に何を言われても気にしなくなり、今は非常に助
かっています。それから、信濃川で遊び、正式な覚え方ではありませんが大胆に泳げるようになり
ました。失敗だらけの人生ですが、色々大胆にやったことで比較的今までもったようです。
　これから先、いくらもないのか長いのかわかりませんが、皆さんと一緒に出来るだけ長く頑張っ
て、楽しい人生にしたいと思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。」

荒井会員代理親睦活動委員会報告

２０名出席（全員で２７名）　出席率７４.１％
小池会員代理出席報告

お名前 メッセージ 金　額

上村晃一会員 誕生祝いを頂いて。 １,０００円　

星野会員 人生初めてミツバチの分化に遭遇いたしました。嬉しい限りです。 １,０００円　

上村文明会員 立山、大日徒走出来ました。 １,０００円　

丸田会長 佐藤署長、岡田課長様、卓話有難うございました。 １,０００円　

当 日 計 ４,０００円　

今期累計 ４０,０００円　

ニコニコＢＯＸ

　今年の２月に着任いたしました。前任地は県警本部の生活安全部の中の風俗保安
課で風俗営業、質屋営業、銃の許認可、売春、違法なエステ等の取り締まりを一年
間しておりました。　
　ずっと本部におり、署に着任したのは１５年振りで、署長職は初めてで不安な気持
ちで我孫子署に着任しましたが、あっという間に半年が経とうとしております。
　署長は必ず管内に居を構えなければならないので、署の敷地内の官舎に単身赴任し
ております。休日は時間を持て余して、健康管理と管内の実態把握という意味を込め
て市内を歩いております。

　我孫子署に着任して半年、我孫子市の印象は、手賀沼等の豊かな自然の中に閑静な住宅街が溶け込ん
でいる品のある町だなと思っております。管内にはいくつか駅がありますが、歓楽街がない治安上も落ち着
いた所だと思います。町の中に違法な貼り紙がなく、住民の方が規範意識の高い方が多く、素晴らしいと思
います。北の鎌倉、文豪の町、と言われるだけあるなと感心しております。
　我孫子ロータリークラブの例会にお招きいただき、本当にありがとうございます。規律のある素晴らしい
運営で敬意を申し上げたいと思います。
　我孫子警察署管内の犯罪の発生状況をご説明させていただきます。
　平成９年から２３年までの各都市毎の犯罪発生件数のグラフです。昨年平成２３年には平成１３年の
３０００数百件の３分の１まで減少しております。（次ページへ続く）

千葉県我孫子警察署署長　千葉県警視　佐藤  剛様卓話
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我孫子ロータリークラブ

2012－2013年度
国際ロータリーのテーマ

事務局 〒277-0835 千葉県柏市松ヶ崎111-24
ＴＥＬ：04（7137）2211　ＦＡＸ：04（7137）2212
Ｅ-ｍａｉｌ : ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ

：

例会場 〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎1-9-14
ＴＥＬ：04（7186）1717　ホテル マークワン　アビコ
：

会 長
幹 事 

： 
： 

（ｍａｌｔａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
（ｍａｔｓｕｍｏｔｏ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）

丸 田 勝 功 
松 本 憲 事

奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.５　平成２４年８月２１日号

ロータリーの友　事務局	 ホームページ	 www.rotary-no-tomo.jp
	 メールは	 web@rotary-no-tomo.jp

我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

　人口１０００人あたりの犯罪発生件数は８.５件です。これも県内３６市の中で２番目に少ないです。
　今年平成２４年は、半年間で５２７件で、月９０件程何らかの犯罪が起きています。振込め詐欺が今年に
入って９件も発生しております。被害総額は合計２０００万円強です。深夜営業の飲食店やコンビニの強盗や
性犯罪等、表に出ていませんが何件か発生しています。
　振込め詐欺は全国で平成２３年中、６２５５件、総額１２７億８千万の被害が出ています。信じられない額
です。千葉県は７５７件、１２億２千万です。東京、神奈川、埼玉に次いで、全国で見るとワースト４位です。
被害者は８割以上が女性です。高齢者の方がほとんどです。
　８割強で一番多いのがオレオレ詐欺です。２つ目に多いのは還付金詐欺、３つ目は架空請求、４つ目は
株とかの儲け話による詐欺です。
　実際の振込め詐欺の犯人からの電話を録音したものがありますのでお聞きください。
　全く自分の息子もしくは孫と信じて聞いてしまいます。
　振込め詐欺の手口の変遷についてです。振込め型が圧倒的に多かったのですが、金融機関の方が色々
対策をしてくださり減って来ています。犯人側が指定した場所に取りにくる手口に変わりつつあります。
　５月２３日に市内の７１才の女性にオレだよという声で電話がかってきて息子と信じてしまい、会社の金を
使い込んでしまい、５００万円貸してくれということで、知り合いが取りに行くから降ろしておいてくれというこ
とでした。女性は郵便局で３００万円を降ろし、手持ちの２００万と合わせて、来た者に渡してしまいました。
　未然に防止した例もあります。７月３１日、ついこの間のことです。市内の８１才の女性が千葉銀行で
４００万降ろそうとしていて、行員さんがおかしいと思い声をかけた所、昨日息子から電話がかかってきて番号
が変わったとかいう話で警察官が来て、変わる前の電話番号にかけてみた所、電話番号は変わっていません
でした。
　だまされたふり作戦という事も行っております。詐欺とわかった時点で警察に通報いただければ、受け取
る場所で犯人を取り押さえるのですが、犯人も警戒していてなかなかうまくは行きません。
　振込め詐欺にひっかからないポイントは、電話番号が変わったとか、風邪引いて声が変わったとか言うの
は１００％振込め詐欺です。すぐに警察に電話してください。ぜひ周りの方にもこの話をお伝えください。
　振込め詐欺に関する謎掛け問答をお配りしました。市内の全ての金融機関の方にもお配りしました。目の
付く所に貼ってくださいと啓発を計っております。
　貴重な時間をいただき、まとまらない話でありましたが、管内の犯罪の発生状況、振込めの実態等につい
てお話させていただきました。
　ロータリークラブの皆様方には今後お世話になることも多 あ々とうかと思います。ご協力ご支援をいただけ
ればとありがたいと思います。どうかよろしくお願い致します。

出席理事　丸田、松本、上村（晃）、上村（文）、瀧日、星野、小池、野田。8名
欠席理事　鈴木、志賀、米田、塩毛。

1.国際奉仕.ロータリー財団委員会合同セミナーでの寄付金の説明
財団寄付の件
我孫子ロータリークラブは活動として財団月間、１００ドル寄付の委員長の要請を受け会員個 で々寄
付の判断を行う事とする。基本米山へ重きをおくものとする。

2.２０１１〜２０１２年度　決算報告　瀧日会計担当より説明後、理事会で了承した。
補足事項
特別会計繰越金が出来ず、目標の５００万円を達成するには今期と来期で１００万円繰り越しが必要、

対策としてニコニコの増強依頼や５０周年記念基金も検討との意見有りました。
周年事業実行委員会の早期設立を検討する理由として、記念式典の際に記念誌は渡すべきで、
記念誌の資料調査など思ったより時間が掛かる為。

3.アラモアナＲＣ依頼の件　東北震災での学童への寄付先の調査依頼
震災で両親を失った子供たちへの足長基金もあるが、現金より品物を送りたい。（ピアノとか）
色々調査協力を、会員にもお願いをする。
佐藤会員が東北被災地のボランティアに行かれているので情報を聞いてみては？（連絡済み）

補足事項
現在、会場設営は特定の方の配慮で実施されているので次回例会の際、協力の要請を行ってみる。

理事会報告


