
第 1898 回例会 

2 月 21 日 №30 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

    

   相模原警察署長 

本日は卓話にお招き頂き、ありがとうござい

ます。前半は私から「警察官の誇りと使命感に

ついて」、後半は神奈川県警よりサイバーテロ

対策の専門家を呼びましたので、映像を使って

説明させて頂きます。 

     警察業務は「ゼロかマイナスの世界」です。 

    ミスがあってはならない。この厳しい領域設定

があるからこそ、勤務員のプロ意識が研ぎ澄ま

され、本物の達成感が生まれるのだと感じてい 

    ます。 

     警察官は職業人である以上、任務である治安

維持や国民の安全・安心を護る活動を完璧にこ

なすのが当たり前であり、何事も起きなければ 

 

        

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
和智 勉 

ゼロ。そこで更に気を引き締め、一段上のプラ 
スを目指す。そういう心意気が必要です。 
 私はこれまでに、いろいろな人たちに支えら 
れてきました。警察官として、社会への恩返し 
をしたいという、この気持ちは私が退職する日 
まで変わることはないと思います。 
警察署長は管内の宿舎に居住しており、日が 

増すごとに、この町の空が、空気が、街並みが 
自分の生まれ育った街以上に、大切に感じてき 
ます。街の人の笑顔に喜びを感じます。 
ですから、この道路で交通事故が発生した、 

この場所で事件が発生したというのが本当に辛 
く思います。事件・事故は一件も発生させたく 
 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



      

 
    ないし、発生した事件・事故は何が何でも解決し 

たい。これが正直な「署長の心境」です。 

「先憂後楽」という言葉があります。住民よりも 

先に我々が危機感を持ち、先手を打って事態に対 

処していく。住民の笑顔を見てから、初めて胸を 

なで下ろし、安堵すれば良いといった気持ちで日 

々、制服を着ています。相模原の安全安心を護る 

ため、これからもご理解とご協力をお願いします。 

 

＜神奈川県警察サイバー攻撃対策プロジェクト＞ 

○標準型メール攻撃のデモンストレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○標準型攻撃メールの見分け方 

 受信者が不審を抱かないように、高度な騙しの 

テクニックが用いられる。そのため、例に類似し 

た本物のメールや、その逆に例に類似しない巧妙 

な標的型攻撃メールが、存在することも理解した 

上で参考にして頂きたい。 

○標準型攻撃メールと注意する着眼点 

 情報提供のあった攻撃メールや、公開情報から 

得た知見を基に、その特徴をまとめました。これ 

らの特徴に複数合致するメールを受信した場合、 

注意して対応する必要がある。 

①メールのテーマ 

・知らない人からのメールだが、メール本文の添 

 付ファイルや URLを開かざるを得ない内容 

    ・心当たりのないメールだが、興味をそそられる 

     内容 

    ・これまで届いたことがない公的機関からのお知 

らせ 

    ・組織全体への案内 

・心当たりのない決済や配送通知（英文が多い） 

・IDやパスワードなどの入力を要求するメール 

②差出人のメールアドレス 

 

 

 

・フリーメールアドレスから送信されている 

・差出人のメールアドレスとメール本文の署名に 

記載されたメールアドレスが異なる 

③メールの本文 

・日本語の言い回しが不自然である 

・日本語では使用されない漢字が使われている 

・実在する名称を一部含む URLが記載されている 

・表示されている URLと実際のリンク先の URLが 

 異なる 

・署名の内容が誤っている 

④添付ファイル 

・ファイルが添付されている 

・実行形式ファイル(exe/scr/cpl)が添付 

・ショートカットファイル(Ink など)が添付 

・アイコンが偽装されている 

・ファイル拡張子が偽装されている 

（紙面上の都合上、概要にて掲載） 

 

 

先週 2月 15日に「新会員 

の集い」があり、当クラブ 

から新会員 8名と金沢会員 

早川幹事と私が参加し、新 

クラブのニューシティ RC 

も参加して、総勢 80名位 

でした。大勢の参加で盛り 

上がり、また当クラブの代 

表である小崎会員も新会員スピーチをされました。 

10グループでのディスカッションでは、議題が 

ロータリーについて、今何か疑問に思う事や知り 

たい事についてグループ討議をし、最後に各グル 

ープの発表がありました。内容的には、ロータリ 

ー用語など初歩的な事やメイクなど、普段なかな 

か話せないことが多く出ていたように思います。 

クラブ内でも話やすい環境を作ってあげること 

も必要であると思います。メイクも今回の集いを 

きっかけに行きやすくなったと思いますので、ぜ 

ひ他クラブにも参加して頂きたいと思います。 

 2月 11日には昨年同様、チャリティーマラソン 

に参加し、今回は 6名で走ってきました。主催は 

第 2590 地区財団 100周年記念事業で、ポリオ撲 

滅・障害者支援マラソンも加わった大会でした。↗ 

 



  

 

天気も良く、見晴らしも良い所で、順位は 17 

チーム中、12位の成績でした。今回参加されなか 

った方も来年は頑張りましょう。最後の区間では、 

私から冣住会長エレクトにタスキ渡しができ、こ 

れでバトンタッチと思いつつも、まだ 40 周年事 

業が残っておりますので、最後まで気を引き締め 

ていきたいと思います。 

     それと会員増強ですが、豊岡会員と私で先週 2 

件ほど廻りましたが、本人に会えず、再度行くよ 

うにしたいと思います。ぜひ心当たりのある方は 

私か繋がりのある会員がいれば、声掛けして頂き、 

一緒に廻るよう活動していきたいと思います。 
 

 
●櫻内会長、早川幹事 
①本日の卓話、和智署長お待ちしておりました。楽し 

みです。宜しくお願い致します。 

②ご夫人・ご主人誕生日祝の皆さん、結婚記念日祝 

の江成会員、おめでとうございます。 

    ●江成 利夫会員 

      ①相模原警察の和智署長、ようこそいらっしゃいまし 

た。本日の卓話、よろしくお願いします。 

      ②ご夫人・ご主人誕生日祝の方々、おめでとうござい 

ます。 

      ③私の結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

●菊地 啓之会員 

      ①相模原警察署長の和智様、本日の卓話、よろしく 

お願い致します。 

      ②妻の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

●老沼 秀夫会員 

      ①相模原警察、和智署長さん、ご多用の中、卓話あ 

りがとうございます。会員皆で拝聴させて頂きます。 

②家内の誕生日祝を戴き、有難うございます。大きな 

病気もせずに頑張ってくれて、感謝しています。 

●川合 貞義会員 

和智警察署長さん、卓話にいらして頂き、ありがとう 

ございます。お話、楽しみにしています。 

●中里 和男会員 

①和智警察署長様、卓話ありがとうございます。 

②２月のお祝の皆様、おめでとうございます。      

●田後 隆二会員 

①お祝いの皆様、おめでとうございます。 

②山崎さん、増強スピーチありがとうございました。 

 
 

●小野 孝会員 

①相模原警察署長の和智さん、宜しくお願いします。 

②お祝の菊地さん、大塚さん、老沼さん、阪西さん、 

江成さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①和智署長様、ゲスト卓話よろしくお願いします。 

②本日、誕生日祝と結婚記念日祝をお迎えの皆様、 

おめでとうございます。   
●伊倉 正光会員 

①相模原警察署長の和智様、ようこそお出で下さい 

ました。よろしくお願い致します。 

②ご夫人・ご主人誕生日祝・結婚記念日祝の会員の 

皆様、おめでとうございます。 

●大井 達会員 

①和智署長様、本日の卓話ありがとうございます。 

②２月ご夫人・ご主人誕生日祝の皆様、おめでとうご 

ざいます。寒暖の差が激しすぎますね。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日は遅刻してしまい、失礼致しました。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●竹田 繁会員、横溝 志華会員、瀬戸 裕昭会員 

①ゲスト卓話でお越しの相模原警察署長、和智様、 

卓話よろしくお願い致します。 

②お祝を受けられる会員皆様、おめでとうございます。 

●小崎 直利会員 

①本日、ゲスト卓話の和智様、宜しくお願いします。 

②２月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

③２月１５日に第５グループの「新会員の集い」に行っ 

  てきました。 

●大坪 征弘会員 

ご夫人・ご主人誕生日祝の皆様、結婚記念日祝の 

江成会員、おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①今月のご夫人・ご主人誕生日の皆様、江成会員の 

結婚記念日、おめでとうございます。 

②先週は「新会員の集い」お疲れ様でした。小崎会員 

スピーチ良かったです。    

●冣住 悦子会員 

①2 月お祝を受けられる皆様、おめでとうございます。 

②卓話の和智様、よろしくお願いします。 

●リレーマラソン参加者より 

2 月 11 日のリレーマラソンに参加の皆様、お疲れ 

様でした。完走お祝の会の残金をスマイルします。 



 
 

 

＜会員増強ショートスピーチ＞  山崎 順子 

 まだ入会して 1年に満 

たないので、ロータリー 

は自身でも良く判ってい 

ません。入会のきっかけ 

は会社があるセンターの 

懇親会で丸子会員に声を 

掛けて頂きました。増強 

はあまり気おらずに、気軽に周りの方に声を掛け 

ていき、フォローをお願いできればと思います。 

（概要にて掲載） 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①規定審議会 立法案提出について 

規定審議会の立法案提出方法が、今年度より変 

更になりました。新しく準備を進めるため、RI 

推奨により、地区内に「地区立法案検討会」を 

設立しました。提案を考えているクラブは内容 

の検討を始めて下さい。（詳細は回覧にて） 

決議案：毎年年度末までに、地区の承認を得て 

提出 

制定案：今まで通り、3年ごとに地区の承認を 

得て提出 

②会長エレクト研修セミナー（PETS）開催ご案内 

     会長エレクトは必ずご出席をお願い致します。 

     日時：3 月 14 日（火）10:00～17:45 本会議 

18:00～19:20懇親会 

場所：藤沢商工会館ミナパーク 

登録料：1万円 登録締切：2月 24 日 

出席報告 

 

 

 

 

 

       

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ご夫人・ご主人誕生日祝 

・菊地 啓之ご夫人 ２月 ５日 

・大塚 正浩ご夫人 ２月２１日 

・老沼 秀夫ご夫人 2 月 23 日 

・阪西 貴子ご主人 2 月 26 日 

〇結婚記念日祝 

・江成 利夫会員  2 月 ２日 

 

 

例会プログラム 

２月２８日卓話「確定拠出年金について」 

担当：中山 徹男会員 

３月 ７日卓話 藤本 恵介会員 

     定例理事役員会 

  １４日クラブフォーラム「４０周年式典に 

     について」担当：実行委員会 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  阪西 貴子 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト   和智 勉署長（相模原警察署） 

      神奈川警察サイバー攻撃対策室 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：瀬戸 裕昭 副委員長：池之上 和哉 

 委員：中里 和男、永保 固紀、竹田 繁 

    小崎 直利、大坪 征弘、大井 達 

    中山 徹男、藤本 恵介、山崎 順子 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 26名） 事前メイク者 

３６名 ３０名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/4) 

２名 ９３．９４％ ８９．６６％ 


