第２４１８回例会報告議事録
日時 ２８年２月16日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ビジター : 根本健一様（柏RC）
S.A.A.：高島会員

ゲスト： 福田弘俊 様（千葉県特別支援学校 流山高等学園）
張 文明 様（
〃
）
前田恵司 様（我孫子警察署 署長）

会長挨拶

瀧日会長
台湾の地震の後に会長名で見舞状を送り、昨日、返事が来ました。メールで漢
字で書いてあったので、なんとなくはわかったのですが、今日ちょうど張さんがい
らっしゃったので急遽翻訳してもらいました。
「ご心配いただき大変ありがとうございます。地震があったのは南部で、豊原
は中部なので会員も家族も皆無事です。５０周年の出席者の名簿はいただきまし
た。会長の祝辞をなるべく早く送ってください」とのことでした。
報道を見ますと、倒壊したビル以外では２名しか亡くなっていないそうです。９９％はあの建物の
倒壊で亡くなっているようで、人災のようです。ガバナー会としては、支援の統一的な活動は取ら
ないそうで、クラブの任意にまかせるとのことです。当クラブは姉妹クラブがありますので、米田さ
ん、ご検討お願いします。参考までに台湾のオウさんとういうジャーナリストが書いた記事をご紹
介します。５年前の３月１１日の東北の大震災の時には台湾から約２００億円の支援金が届いたそ
うです。なぜそんなに集まったかと言うと、１９９６年に台湾で大地震があり、その時にすぐ日本か
ら救援隊が飛んで行き被害者を救出したり、かなりの期間にわたって医療活動も行い、もちろん支
援金も出て、それを台湾の人達は忘れていなかったからだそうです。１９９６年に支援部隊が帰る
時、税関の職員が全員立ち上がって感謝の意を表明して見送ったそうです。そういう意味で台湾と
日本のつながりは大きいです。ただ、日本が中国を国として承認しましたので、台湾は日本と絶縁
し、現在、日本と台湾には国交がありません。国としては認めていないという関係ですが、日本と
台湾の経済的な結びつきはすごいですし、韓国客の行き来も多いです。官ではなく、民の関係は
密接です。こういうことも考慮して今回の地震に対する募金について検討していただきたいと思い
ます。いずれ米田会員が募金箱を回してくれると思いますので、その節はよろしくお願いします。

親睦委員会報告

木村委員長
来月３月２９日の親睦活動のご案内をお回ししています。今月末が出欠の締め
切りになりますので、ぜひご出席という形でよろしくお願いいたします。

出席報告

１６名出席（全員で２４名） 出席率６６. ６％

瀧日会長より井上会員へ長寿ロータリアン個人表彰授与

２０１５年１０月末日現在、満８５歳以上のロータリアンへ櫻木ガバナーより表彰

渡邊委員長

千葉県特別支援学校 流山高等学園の企画について

依田会員
先週お話をさせていただいた千葉県特別支援学校 流
山高等学園の福田先生と張先生とＰＲをさせていただきま
す。福田先生のお子さんは中央学院大を卒業されていて
習志野高校の優勝のメンバーだったそうです。
特別支援学校の子ども達が台湾に修学旅行に行くとい
うことで、子ども達にお揃いのＴシャツを着せてあげたいと
いう思いがあり、募金のお願いに来ました。

ご挨拶

千葉県特別支援学校 流山高等学園 福田弘俊 様
千葉県特別支援学校 流山高等学園の第２学年の学年主任をさせていただ
いている福田と申します。よろしくお願いいたします。特別支援学校というのは
以前で言う養護学校のことです。本校、流山高等学園は創立１９年になります。
軽い知的障害の高校生が通っています。以前はこういう生徒達は福祉の世界へ
進んでいたのですが、社会で自立して生きて行かなければいけない、将来就職
をして立派に社会で役に立てるように生きて行こうじゃないかという主旨で千葉
県の肝いりでできた学校です。
千葉県で特別支援学校で海外に修学旅行に行くというのは初めての試みです。３泊４日の行
程の中で、２日目に台湾の高校生と交流学習を行いパフォーマンスを披露し合います。その時、
日本、千葉県、学校をアピールするには統一したＴシャツを着るのがいいのではないかと思うの
ですが、お金の関係でなかなかむずかしく、この場に来させていただきました。貴重な時間をい
ただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。

ご挨拶

張 文明 様
台湾の震災のことで日本の熱意を感じています。ありがとうございます。
私は教師ではなく講師なので毎年学校が変わるのですが、今回のプロジェク
トに協力してもらえませんかと流山高等学園の校長先生からお電話をいただ
き、非常に光栄だなと思いました。生徒たちとふれあう内に、この子たちは海外
旅行などの異文化のふれあいは学校でしかできないのではないかと思い、学校
でこういう機会が与えられるのはとてもいいことだと思いました。交流校の国立
中興大学付属台中高級職業学校に視察で行ってきたのですが、非常にあたたかい学校です。知
的障害の生徒たちと台湾の普通の生徒たちとの交流はお互いに貴重な体験になると思います。
日本らしくて普通の高校生と同じようなものを台湾の高校生に見せてあげたい、一生思い出
に残るようなものにしたいという思いがあって、今回のことは私のわがままで福田先生の方に、Ｔ
シャツを揃えたらどうかと話しました。
たまたま私が我孫子の新木に住んでいて、青少年のボランティアで依田さんとお知り合いにな
ることができ、今回お邪魔させて頂きました。協力して頂けたら本当にありがたいと思います。
台湾出身ですので、５月の豊原でぜひ私を通訳でも何でも使ってください。

卓話

我孫子警察署 署長

前田惠司 様

振り込め詐欺と交通死亡事故について
只今、ご紹介いただきました我孫子警察署長の前田です。澁谷さんと上村さ
んに昼飯をごちそうするから来いや、ということで今日は気軽な気持ちで来まし
たが、こんな格式高い例会で緊張しています。このような時間をいただきまして
本当にありがとうございます。
我孫子市の自慢話をさせていただきます。平成２６年９月に我孫子署に着任
して以来ずっと、市民の皆さんに我孫子はいい所なんだよと言っているのですが、誰も信じてく
れません。我孫子に住んでいる方は生まれた時からいい所に住んでいるので、あまりありがたさ
がわかっていないのです。
刑法犯の認知件数は、殺人でも自転車の万引きも１件は１件です。我孫子市の認知件数は一昨
年（平成２６年度中）が９７５件でした。我孫子のピークは平成１３年で３,２２０件でした。昨年
は８６８件でした。東葛で千件を下回っているのは我孫子しかありません。千葉県で見ると千件
を下回っている所はけっこうありますが、海も山もなくて千件下回っているのは我孫子と四街道
（次ページへ続く）

と空港しかありません。四街道市は面積も狭く、人口も少ないです。私が推奨するのは、住むの
は我孫子、事業所は柏に持って行くということです。それほど我孫子は治安がいいです。
振り込め詐欺についてお話します。一昨年の平成２６年が多分過去最高ですが、全国で
５６５億円やられています。千葉県は全国ワースト３位で４７億円、我孫子は２２件発生して
１億３千万やられています。昨年、平成２７年は全国で４７６億円、千葉県は３２億円で全国ワース
ト５位に下がり、我孫子は２０件で２８００万円でした。
お配りした資料の裏に書いてあ
りますが、手口は４つあります。こ
れ以外の手口もありますが、王道は
「カバンを失くした」です。上司が
損失分の半分出してくれるから、も
う半分を出してくれないかというの
が一番多いです。昨年１月から６月
までに６件中５件検挙したのです
が、７月から還付金詐欺でやられて
年間２０件になってしまいました。
還付金詐欺は１００万未満の額で
す。大口の詐欺が引っかからなくな
ったので、還付金詐欺が増えてきま
した。検挙できたケースは、だまさ
れた振りをして警察に通報してくだ
さり、受け子を捕まえることができ
ました。だまされた振りをして、２人
捕まえたケースもあります。
市役所を語るのも多いですが、
警察署を語るのも多いです。昨年、
我孫子警察署の前田を語ったやつ
が１００万円盗んでます。
「示談金必要手口」
「会社の金
使い込んだ手口」もありますが、共
通していることがあります。ピンチ
にして急がせていることです。
平成２６年の振り込め詐欺の千
葉県内の被害者の方の手記があり
ます。ほとんどの方が嫌がるので貴
重です。その中の一つをご紹介しま
す。
え、私、だまされたの？（６５歳 女性）
息子から「僕は、お母さんに電話してないよ。」と言われた時、私は頭が真っ白になり腰が抜け
てその場に崩れ落ちてしまいました。
「リリリーン…」昨年７月３１日午前１０時３０分ころ、一本の電話が自宅に掛かってきたのです。
夫は仕事に行っており、家には私しか居ませんでした。
電話に出ると「もしもし、俺だよ母さん。」と話しかけてきたのです。声は長男に似ていたので
特に疑うこともなく「○○どうしたの？」と返事をすると「昨日から咳が止まらないので、肺炎か
もしれない。熱も３８度あるので病院で検査してきた。熱でフラフラして携帯電話を病院のトイ
レに落としたから、今修理に出していて携帯電話をレンタルしている。電話番号は、××××だか
ら、登録しておいてね。」と言われたのです。
私は長男の体調が心配だったので「検査結果が分かったら連絡して。」と言って電話を切り、
男が言った電話番号を自分の携帯電話に登録したのです。
その日の夜、午後８時ころ、また男から電話があり、この時は夫が電話に出ました。
男は夫にも「熱があって体調が悪い。」という話をした後、私も少し話をして電話を切りまし
た。
夫は「○○の声変だね。本当に○○かな。」などと疑っていましたが、私が「あんた何言ってん
のよ！○○は熱があって肺炎に掛かっているから声まで変になっているのに、そんなこともわから
ないの？」と長男を心配しない夫に言うと、夫は不服そうでしたがそれ以上話をすることはありま

せんでした。
翌日午前９時ころ、男から３回目の電話が掛かってきました。
この時は私しか家におらず、電話に出ると、最初は体の具合がだいぶ良くなったと話をしてい
たのですが「実は、株を４万円から始めたんだけど、儲かっていたのでサラ金に借金をして投資し
ていたら、株屋に逃げられて６４０万円の損害を出してしまった。今日中に借金を返済しないと利
子が付くし、訴えられてムショ行きになってしまう。何とかならないかな？」と言ってきたのです。
私は、
「サラ金などから借金したら暴力団などに狙われるかもしれないし、返済できなければ
刑務所に入れられてしまう。何とかしなければ」と思い、大事な息子を助けるために出来る限りお
金を用意することにしたのです。
まず、Ａ銀行に行き、夫の口座を全て解約して２８０万円を引き下ろすことにしました。
銀行からは「お金の使い道」や「高額な支払いですが振り込みではないのですか」などと聞か
れましたが「家のリフォーム代に使うの。」
「知り合いの業者だから大丈夫！早くして！」と、お金を
下ろすために必死で嘘を言ったのです。
この時、私は、息子を心配するあまりお金の使い道などを聞いてくる銀行の人が、お金を下ろす
ことを妨害する敵にしか見えていなかったのです。
その後、２カ所の金融機関を回り、合計４８０万円を引き下ろし、男にお金が用意できたことを
電話すると「今、弁護士と話をしていて離れられない。お金は弁護士の秘書が取りに行くから、
〇〇駅まで来て。」と言ってきたので、〇〇駅までお金を届けに行ったのです。
午後２時ころ〇〇駅に着くと、弁護士の秘書を名乗る誠実そうな男の人がやってきて「息子さ
んの代わりにお金を預かりに来ました。」と言い、持っていたビジネスバッグを開けたので、私は
持ってきた現金を男のバッグに入れたのです。
お金を渡したとき、私の気持ちは「ああ良かった。これで息子が助かる。」という思いでした。
夜になって夫が帰宅し「今日、こんな事があったよ。」と話をしたら、夫は「子供に電話をしてみ
たら。」と言うので電話を入れてみました。
すると「僕はお母さんに電話してないし、お金も借りてないよ。」と言われ、振り込め詐欺に遭
ったことが分かったのです。
私は民生委員の経験があり、振
り込め詐欺の手口などはある程度
知っていたので、絶対に引っ掛から
ないと思っていました。ところが、息
子からの電話はいつになっても嬉し
いものですし、息子の一大事に何と
か力になってあげたいと思うと、疑
うことよりも、どうすれば息子の力
になってあげられるかということに
頭がいってしまい、全く騙されたこ
とに気付きませんでした。
今思えば、男と話をして夫が「お
かしい」と言ったとき、よく確認をす
ればよかったと思いますし、男の話
には「株屋が逃げた。」
「今日中に
返済できなければ刑務所行きにな
る。」
「刑務所行きになると言いな
がら誰にも言わないで欲しいと言
う。」など辻褄が合わない話がいく
つもありました。
振り込め詐欺は誰もが被害に遭
う可能性があります。
振り込め詐欺を防ぐ方法は「家
族に話をする。」
「金融機関の人な
どの話を聞く。」など、第三者に相
談することが大切です。
被害にあった後、自宅の電話は
留守番電話に設定し、家族での合
い言葉を決めました。
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皆さんは、被害に遭う前に対策をして、大事なお金を詐欺グループに騙し取られないようにし
て下さい。
被害に遭う方はまず１００％振り込め詐欺を認識しています。誰もが自分は引っかからないと
思っています。振り込め詐欺の場合は、交通事故と違って、いくらでも確認するチャンスがありま
す。確認する癖をつけていただきたいと思います。
交通死亡事故についてお話しします。昭和４５年がピークで１年間に全国で交通事故で
１６,０００人が亡くなりました。昨年は１年間に全国で４,１１７人亡くなりました。千葉県は昨年は
ワースト３位で１８０人でした。我孫子は昨年２人でした。１３年連続で愛知県がワースト１です。
愛知はトヨタがありますし、車両の保有台数が全国第１位です。スピードが出る幹線道路も多い
です。
死亡事故の原因は７、８割は前方不注意や脇見運転等の安全運転義務違反です。
今年の１月４日に中峠で朝５時４４分に家の前の道路で男性がゴミ捨てに行く途中に左から
来る車にひかれて亡くなりました。お配りした資料、高齢歩行者交通事故の４つの特徴の通りで
す。日本の車は左車線なので、対向車にライトが入らないように右ライトは下向きになっていて、
右側からの歩行者の発見が遅れます。片手はゴミ袋、片手には杖を持っていました。男性が朝方
にゴミ捨てに行って帰らぬ人になっているのが千葉県だけでなく全国的に多いです。ゴミ捨てに
行く時は気をつけてください。

幹事報告

・２月６日、
７日の地区大会のお礼が櫻木ガバナーから届いています。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
福田弘俊様
張 文明様
瀧日会長 写真ありがとう。署長の卓話ありがとうございました。
荒井会員 写真ありがとうございました。
井上会員 ８８才になりました。感謝。
上村文明会員 写真ありがとうございます。
服部会員 募金箱を作りました。
村越会員 地区大会の写真を頂きました。
依田会員 ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

閉会の言葉

木村会員（代理）

金

額

２,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１０,０００円
２３３,０００円

瀧日会長
ありがとうございました。私も家内もだまされないと思っていますが、
お話を聞いていると、
そうい
う人が危ないのかもしれません。以前うちにかかってきた時に、家内が「声が変だね」と言ったらプ
ツッと切れたそうです。

今週の表紙「車ノ前五輪塔」柏市大井1228番地

福満寺の南側の境外地にある10 0m四方の森、通称「妙見さま」と呼ばれる妙見 堂 跡 地にひっそりと建っ
ています。将門の妾、車ノ前が遺児とともに隠れ 棲み、将門の信仰していた妙見菩 薩を祀るお堂を建てそ
の菩 提を弔ったと言い伝えられています。仏教の宇宙観をあらわす空・風・火・水・地、キャ・カ・ラ・バ・ア
が彫られています。総高160 cmの堂々とした県下有 数の五輪 塔です。

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
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。

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。

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。

