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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにち
は。本日は吉野会員
のご紹介で坪様･松
下様にお出で頂き
ました。後ほどの卓
話を楽しみにして
おります。
さて、秋の長雨に
最後は台風発生と大変な一週間でした。私達の業界
では「ペンキ屋殺すに刃物はいらぬ、雨の10日も降
ればいい」という言葉があり、私も現場復帰になる
かもしれません。
本日は四つのテストについてお話させて頂きます。
言行はこれに照らしてから『1、真実かどうか 2、み
んなに公平か 3、好意と友情を深めるか 4、みんな
の為になるかどうか 』これが四つのテストです。四
つのテストは1と2～4の二つに分析する事ができる
と言われています。1は言動そのものの内容に関する
ものであり、2～4は言動が述べられるべき状況に関
する準則を示していると言われています。つまりロ
ータリアンの言動はどんな場合でも1、真実でなけれ
ばなりません／そして実行･言動に関しては2,～4、
の準則に照らされた上でなされなければならないと
思います。職業奉仕を金看板としているロータリー
では四つのテストは絶対外せない物であります。職
業奉仕に関してＲＩは1987~88年度に職業奉仕に関
する声明を出しました。その前文に『 職業奉仕とは、
あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想を生かしてい
く事をロータリーが育成･支援する方法である。』と
書いてあります。何れも優れた職業奉仕の理念が掲
げてあります。ただ四つのテストも色々な職業宣言
も何が何でも常に厳格に適用しなければならないと
言う事ではなく、場合によっては適用しない方が良
い場合もあると思います。例えとしてはどうかと思
いますが、私の母親が癌で余命幾ばくもないと言わ
れた時に《私は癌なんでしょう。長くないんでしょ
う。》と問われました。私は潰瘍で治療すれば良く
なるよと励ましました。日本には嘘も方便という言
葉があります。私は四つのテストより日本古来の嘘
も方便を取りました。ただ嘘はどこまでも行っても
嘘であり嘘も方便と言う場合、嘘はその相手に対す
る温情と慈悲があるものでなければならないと私は
思います。四つのテスト2、～4、の準則に照らしな
がら、その時の状況に応じて社会通念に従って判断
し言動する事が望ましいと思っています。以上で会
長挨拶とさせて頂きます。

◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、来週 31 日は夜
間例会に変更とな
りますのでお間違
えの無いようお願
い致します。
2、27 日(金)に、①.
パスト会長会が若
松にて午後 6 時よ
り開催されます。パスト会長の皆様ご出席宜しくお
願い致します。②. ロータリーリーダーシップ研究会
(RLI) パートⅢがさいたま市民会館おおみやにて午
前 9 時 30 分より開催されます。増元会員が出席しま
す。③. 職業奉仕部門セミナーが浦和ワシントンホテ
ルにて午後 5 時より開催されます。職業奉仕 吉村委
員長･岡田副委員長が出席します。
3、29 日(日)に 第 3 回来日学生オリエンテーション
がパイオランドホテルにて午後 1 時より開催されま
す。リンさんが出席します。
4、11月14日(火)に越谷商工会議所が共催している越
谷市男女共同参画支援センターの事業が開催されま
す。チラシをテーブルにご用意しましたのでご一読
下さい。【委員会報告】
◆委員会報告
◎歩こう会
森 仁三会員
先月、渡良瀬遊水地の計画がありました。残念な
がら台風で中止になりました。皆さんにご迷惑をお
掛けいたしました。
そこで、今回は来る11月19日（日）
、久し振りにな
りますが鎌倉散策を企画いたしました。先日、下見
に行ってまいりましたけれども、鎌倉というと皆さ
んご存知だと思いますが、まさに歴史と伝統、文化
の香りがいっぱいです。8時8分に南越谷を出発する
と、9時53分には北鎌倉に到着いたします。ぜひこの
チャンスにたくさんのご参加をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
◎親睦活動委員会
永島信之副委員長
いよいよ来週、安濃年度第1回親睦ゴルフというこ
とで、集合時間が7時50分までに来て下さい。8時に
記念撮影を行いますので、遅れる方がないようによ
ろしくお願いいたします。親睦活動委員会でゴルフ
をされる方は、午前7時に会場の方にお集まり下さい。
よろしくお願いいたします。
同日31日夜に夜間例会を行いますので、そちらの
方もよろしくお願いいたします。
◎米山記念奨学委員会
豊田高行委員長
先程8名のご寄付をいただきました。大沢日出夫会員、
木村会員、小暮会員、近藤正成会員、江藤会員、瀧
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田会員、外崎会員、中村守会員、特筆すべきはまだ
新入会員の中嶋和興会員です。ありがとうございま
す。
◆「振込詐欺等 県内の防犯対策について」
埼玉県警察本部生活安全部参事官 坪 信孝様
ロータリークラ
ブの皆様には平素
より警察活動全般
に渡りまして深い
ご理解、ご支援を
賜り本当に感謝を
申し上げておりま
す。本当にありが
とうございます。今日は、防犯のまちづくりと振り
込め詐欺の資料を皆さんにお配りしております。そ
の中から振り込め詐欺を中心にしたいと思います。
本日は「家族の絆」というキーワードをどこかで
ご確認していただき、お話の中身を頭の隅にとめて
いただければと思います。
資料ページに被害者の声と書かれていると思いま
すが、見ていただきたいと思います。
ここに書いてある被害、何の被害だと思いか。
これは、振り込め詐欺の被害者の声を省略して書い
てあります。本当に振り込め詐欺の被害者は気の毒
でございます。コツコツと貯めた老後のための虎の
子、たった1本の電話でだまし取ってしまう悪質な犯
罪、それが振り込め詐欺などと言われております、
特殊詐欺という犯罪でございます。
犯罪全体は平成16年から比べますと平成28年は6
割ほど減少しておりますが、しかし、なかなかそう
はいかないのが振り込め詐欺です。埼玉県の昨年の
年間被害額は972件で何と約21億円、全国ワースト6
位という結果になってしまいました。今年８月末の
被害の状況ですが、756件、被害額は11億円を超えて
おります。昨年と比べますと159件も大幅な増加をし
ています。中でもオレオレ詐欺による被害が急増し
ております。オレオレ詐欺の中で、最も多いのが、
息子や孫等の親族を語り、現金をだまし取る手口が
相変わらず多くあります。
例えば、
「母さん、俺だよ、俺。」
「何だか声が変だ
ね。太郎かい？」
「うん。俺さ、今大変なことになっ
ているんだよ。会社のカバンを落っことしちゃって
さ、そのカバンの中には小切手600万、それと自分の
携帯電話が入っているんだよ。今日中に何とかしな
いと俺クビになっちゃうよ。上司の親が300万円出し
てくれるって言っているんだけど、うちもあと何と
か300万円どうにかならないかな」こういう類の展開

がオレオレ詐欺の孫子を語る詐欺の典型でございま
す。親の愛情を利用した、本当に悪質な手口です。
オレオレ詐欺の中で次に多いのが、デパート、金融
機関、警察機関を語り、キャッシュカードをだまし
取る手口です。今年2月以降急増しております。8月
末では前年同期とくらべて3倍の発生となっており
ます。この場合の詐欺は、これからお話する手口が
多いです。
「○○デパートでございます。お客様のお名
前で買い物をされておりますが、お気づきでしょう
か」という形で確認の電話が入ります。ところが、
そこからどんどん話が展開していきまして、カード
が偽造されている、口座が悪く利用されているとい
う風な話になり、終いにはキャッシュカードを交換
するという話に展開していきます。そこへ警察官や
金融庁である肩書の方が来て、キャッシュカードを
奪い取って行きます。そして話の中で巧みに「とこ
ろで暗証番号は？」という風に聞いていきます。5枚
も6枚もキャッシュカード等を持っていますと、同じ
番号ですよね。そういう方が多いのです。そうやっ
て被疑者はカードを持っていてお金を降ろしてしま
う。こういう手口でございます。このような手口が
増えている背景には、結局窓口へ行くと金融機関が
「どうしましたか？」と声を掛けられる、そういう
手口にすると金額は多く取れるのですけど、せっか
く騙されているのに、最後までいかないということ
でこういう手口へ、自分で降ろすというような方へ
走ってしまうということでございます。このキャッ
シュカードや通帳を預かるというケースは間違いな
く詐欺ですので、警察や金融機関が暗証番号を聞く
ということはあり得ないことですので、どうぞ気を
つけていただきたいと思います。
最近、自動音声ガイダンスを利用した手口あり、
これは本当にごく最近増えてきた新しい手口です。
大手銀行の自動音声ガイダンスを真似て騙すもので
す。電話が鳴って出ますと、「こちらは○○銀行です。
重要なお知らせがありますので、9番を押して下さ
い」というガイダンスが流れます。9番を押すと、
「は
い、こちらは○○銀行カスタマーセンターです。お客
様、キャッシングで50万円が引き出されております。
あなたの名義の偽造カードが使用されています。警
察に届けたほうがよろしいと思いますので、このま
ま転送いたします」と言われ、電話が転送されます。
「はい、丸の内警察です。刑事課の○○です」と、刑
事を名乗る者が電話に出ます。
「あなたの口座は犯罪
に使われておりますね。あなたに共犯の容疑がかか
っていて、既に逮捕状も用意してあります。無実を
証明するために、預けてある現金の確認をします。
現金をおろして、金融庁のものに預けて下さい。こ
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れから金融庁の者が行きますから」と、こんな風に
不安を煽ってだまし取る手口、実にさまざまな手口
があります。これら騙しの手口、ほとんどが電話1本
から始まります。電話に出たら騙される可能性が高
い、というのがこの振り込め詐欺、いわば嘘八百を
語る振り込め詐欺でございます。
架空請求詐欺という手口は、この手口だけは高齢者
に限らず、幅広い世代で被害が発生しております。
この手口を少し紹介しますと、ハガキで過去に利用
した業者に未払いがあって、臨時訴訟を起こされた
と嘘の通知をしたり、あるいは電子メールで、イン
ターネットの有料サイトの利用料金が未納であるな
どと架空の事実を請求するというものです。ただち
に対応しないと法的手段を講じる、連絡がない場合
は大変なことになる。あるいはすぐに支払いをすれ
ば負担金額が少なくなる、という風に揺さぶりをか
けて支払いをさせる。この支払いに使われているの
が、最近増えてきました、コンビニ収納サービスで
ありますとか、コンビニで販売されておりますネッ
ト通販で使われている電子マネーでございます。最
近多くなって来てるのが、ハガキでの未払いの訴訟
を騙す手口です。お配りした資料に、その実際の文
面を掲載させていただきました。法務省管轄支局と
書いてありますが、法務省とは全く関係がありませ
ん。正式な裁判所からの通知であれば、無視すれば
不利になるということになりますが、このハガキの
場合は無視すれば良いのですが、電話をしてしまい
ます。ハガキに書いてある電話には絶対連絡をしな
いようにしていただきたいと思います。このハガキ
を受け取った場合は、警察に相談して下さい。ある
いは、電話帳で最寄りの裁判所の番号を自分で調べ
て、そこに問い合わせていただければ真意がはっき
りいたします。振り込め詐欺のほとんどの手口はで
すね、先程言いましたように電話がかかってきてそ
れで騙されますが、この架空の請求の詐欺だけは、
最初メールやハガキで連絡をして、なんだろうと電
話をかけた先で騙されてしまう、こういう手口でご
ざいます。このように犯行グループはリスクを考え
て、多様な手口を用いることになりました。
今年１月に内閣府が全国3千人を対象に実施した、
特殊詐欺の世論調査というものがございました。こ
の結果によりますと、アンケートに答えた全体の8割
を超える多くの方が、被害に合わないと考えている
そうです。加えて、高齢者になればなるほど自分が
被害に合わないという意識が高いアンケート結果が
出ているそうです。ですが、実情は先程説明した通
りです。そして、意識調査の結果を踏まえますと、
高齢者の皆さんに働きかける広報啓発はとても大切

なことであり、必要なことであります。しかし、こ
れだけでは防げません。この犯罪は電話に出たら騙
されてしまいます。心理的なテクニックを利用して
いるからです。例えば、人から質問をされますと、
本能的にそれに答えようとします。人は自ら答えを
出してしまうと、なかなかそこから抜け出せません。
息子だと思いこんでしまうと、その思い込みからな
かなか抜け出せなくなってしまいます。信じたい、
息子の役に立ちたい、支援したい、という思いが一
層強く、むしろその立場を容易に修正できなくなっ
てしまいます。銀行員や警察がかけつけていても、
それでもなお元に戻らないという状況がしばしば見
受けられます。
また、もうひとつ心理的なことを申し上げると、
人は不安に陥りますと早くその不安な状態を解消し
たいという心理がどうしても働きます。現金やカー
ドを渡せば、息子のトラブルが解決する、または現
金流出を防ぐことが出来ると、このような行動をし
てしまいやすくなります。このような巧妙な手口か
ら被害にあわないようにするためには、犯人と「電
話で話させない」という、
「話さない」という対策が
一番の対策になると思います。
犯人と電話で話さないようにするということは、
自宅の電話をそのような機能に設定をして、犯人か
らの電話に出ないということでございますので、く
どいですけどもここの所をもう少し噛み砕いて説明
したいと思います。
「留守番電話に設定」ですが、犯人は声を残すこと
を嫌います。本当に用事がある方であれば、メッセ
ージを残すはずです。メッセージを確認して、必要
な場合だけ電話を折り返せば良いと思います。そし
て、一呼吸置くことで、冷静にものごとを判断でき
る余裕が生まれます。留守電は自宅に居ない時だけ
ではなくて、自宅にいる時も常に留守番電話に設定
することをお勧めします。そして、この留守電のメ
ッセージを工夫するならば、
「ただいま留守にしてお
ります。振り込め詐欺被害防止のため録音させてい
ただきます」などというメッセージを入れることで
警戒している家だなと思わせる言葉を入れることも
効果的ではないかと思います。
また、ナンバーディスプレイを活用して非通知電
話拒否設定をし、知らない電話には出ないことを決
め込むのも効果的です。
もし、電話にでてしまった場合でも、急にお金を
用意する話や、還付金が戻ってくるという話は必ず
詐欺を疑っていただきたいと思います。また、身内
を名乗って電話してくることを予測し、あらかじめ
合言葉を決めておくのも良いかと思います。
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この被害を無くすためには、何回も繰り返しますが
犯人と電話で話さないようにですね、自宅の電話を
そのように設定するのが最善策だとお話をさせてい
ただきましたが、このことも含めて、振り込め詐欺
のまとめとして3点挙げたいと思います。
それは、
「家族の絆による被害防止」「地域の絆に
よる見守り」
「被害に合いそうな方を見つけたら、警
察への通報をお願いしたい」です。こういった形で、
家族の絆、地域の絆で広がっていただければ対策が
地域に根づき、被害がなくなると思っております。
思いやりなどそういった善意の行動は、きっと笑顔
や笑いが返ってくるはずだと思います。親切が親切
を呼んで、良きことは続くと思います。このロータ
リークラブも中身は似ているのではないかと思いま
す。会場の皆さんのお力で、この絆対策、この街、
そして埼玉に広げていただければありがたいなと思
います。
治安の維持強化につきましては、市民から委託され
た警察の仕事、使命、課題でございますけれども、
目的達成にはお集まりいただいた皆さんの、街の方
の協力が不可欠でございます。今後とも、ご指導、
ご鞭撻をよろしくお願いいたします。本日はありが
とうございました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
埼玉県警本部 警視 坪 信孝様･警部補 松下英滋様、
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①埼玉県警察本部 警視 坪様･警部補 松下様本日
はお忙しい中卓話ありがとうございます。詐欺の手
口よく解りました。皆様も気を付けましょう。②秋
の長雨、会員の皆様におかれましては体調に十分気
を付けて下さい。次週は夜間例会ですので宜しくお
願いします。③月に 1 回は駅弁を出しますのでリク
エストがあれば幹事までお願いします。(叶えられる
かは分かりませんが？)/安濃和正会長
＊①埼玉県警察本部 警視 坪様･警部補 松下様本日
は卓話ありがとうございました。②来週は安濃年度
第 1 回親睦ゴルフ、夜間例会共に出席を宜しくお願
い致します。/吉澤行雄幹事
＊埼玉県警察本部 警視 坪参事官様、振込詐欺の卓
話ありがとうございました。/小林悦也
＊坪 信孝様、振込詐欺に対する被害防止対策の卓話
ありがとうございます。/井橋吉一
＊埼玉県警本部生活安全部参事官 坪様、本日は貴重
なお話大変ありがとうございました。/中島美三郎
＊埼玉県警察本部 警視 坪様･警部補 松下様本日は
ためになる卓話ありがとうございました。/須賀定吉
＊埼玉県警察本部 警視 坪様･警部補 松下様本日は

卓話ありがとうございました。/江原武男
＊①埼玉県警察本部参事官 坪様貴重な卓話ありが
とうございました。②歩こう会:11 月 19 日(日)に南
越谷駅より直通電車で歴史と伝統を誇る鎌倉散策に
出かけます。沢山の参加をお待ちしております。/森
仁三
＊埼玉県警察本部 坪参事官様･松下警部補様多様な
犯罪手口を教えて頂き大変参考になりました。女房
に良く教えます。/吉野寛治
＊埼玉県警察本部参事官 坪様本日は大変参考にな
る卓話ありがとうございました。/浅見冨司雄
＊①坪様のお話身につまされました。今日 豊田さん
の隣に座ったばかりに米山奨学寄付をカツアゲされ
ました。振込詐欺に引っかかるよりマシと思いすぐ
払いました。②遅くなりましたが今年も徳之島へ行
って頂いた皆様ありがとうございました。/松田繁三
＊本日の駅弁の製造会社の住所が米沢市アルカディ
ア 1 丁目と当社の社名と同じなのに驚きました！/森
田 隆
＊坪様･松下様ようこそ越谷 RC へ。本日はお忙しい
中卓話ありがとうございました。/平田徳久
＊いつもスマイルありがとうございます。本日は仕
事の都合で早退致します。/横家 豪
＊時節柄皆様にはお願いの電話を掛けさせて頂く事
がありますが決して振込詐欺ではないのでご理解と
ご協力頂けますようお願い申し上げます。坪参事官
貴重なお話ありがとうございました。/大野保司
＊①埼玉県警察本部 警視 坪様貴重なお話大変ため
になりました。ありがとうございます。②第 1 回親
睦ゴルフコンペに参加される皆様宜しくお願い致し
ます。/春山敏實
＊本日 豊田会員より「江藤 財布を出せ！」と言わ
れました。/江藤真吾
本日 23 件 27,000 円
累計 862,844 円
◆ 出席報告
本日出席率 71.74 ％ 前回修正率 67.03 ％
会員数 100 名

出席者数 64 名

埼玉県警察本部警視
〃

警部補

出席免除者数 20 名

坪 信孝様 (右）
松下英滋様 (左）

第 2755 回例会報告(例会日：2017 年 10 月 24 日)担当：中島 雅樹

