
第 2037 回例会 

２月 18 日 №29 

●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 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     相模原警察署 

本日は卓話にお招きいただき、有難うござい

ます。３つのテーマでお話しさせて頂きます。 

「特殊詐欺の現状と対策」 

      神奈川県内の刑法認知状況は年々、減少傾向

にあります。 

罪種 平成１４年中 令和元年中 対 14 年年比 

総数 １９０，１７３ ４１，７８０ ２２％ 

ひったくり   ５，１１３ ２０６ ４％ 

空き巣 １３，９２７ １，４１８ １０％ 

自動車盗 ４，３５９ ３３０ ７．５％ 

オートバイ盗 １８，８４９ １，５７３ ８．３％ 

自販機狙 ８，４８６ ４１１ ３％ 

車上狙 ２８，２１０ １，４１８ ５％ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要約にて掲載） 

木原 信一郎署長 

 ですが、県内の振り込め詐欺の認知件数は、 

乱高下しながらも年々、増加傾向にあります。 

〇神奈川県内の被害状況・・ 

平成 31 年度（令和元年）対前年比 

認知件数 2,790 件（＋16 件） 

被害総額 約 50 億 7,200 万円 

（－約 10 億 4,400 万円） 

 １日に平均すると・・ 
認知件数 １日 約７．６件 

被害総額 １日 約 1,400 万円 

※認知件数とは、警察が被害を認知（届出受理） 

 した件数。 

 過去最悪の認知件数を、３年連続で記録しま 

 した。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

       

 
〇相模原警察署管内（中央区）の被害状況 

 過去最悪の平成３０年より７件増加 

平成 31 年度（令和元年）対前年比 

認知件数 ６３件（＋７件） 

被害総額 約７，３００万円 

（－約２，１００万円） 

    １日に平均すると・・ 
認知件数 １日 約０．２件 

被害総額 １日 約２０万円 

 
〇県内の被害状況 

     被害の傾向（令和元年１２月末） 

・男女別→女性が被害者全体の約 80％を占める 

・年齢別→60 歳以上が被害者全体の約 94％を占 

める。 

・交付形態→家に直接受け取りに来る手交付が全 

体の約 52％を占めている。 

・窃盗（キャッシュカードすり替え）を含めると、 

 約 80％を占める。 

〇騙された主な理由 

    ・声が似ていて、息子だと思った。 

    ・まさか自分が騙されると思っていなかった。 

    ・振り込め詐欺は知っていたが、その手口は知ら 

なかった。 

    ・銀行協会や警察だと疑わなかった。 

    〇自宅を訪問して、キャッシュカードを騙し取る

手口の紹介（※説明は略にて） 

〇キャッシュカードをすり替える新たな手口 

    ・被害者に印鑑を取りに行かせたすきに、キャッ

シュカードの入った封筒をすり替える。 

     平成 30 年に入ってから急増！ 

〇特殊詐欺の抑止対策について 

     アポ電に対する効果的な固定電話対策 

     ①迷惑電話防止機能を有する機器への変更 

   ②留守番電話の常時設定 

     ③固定電話から携帯電話への変更 

     ④固定電話の電話番号変更 

     ⑤電話転送サービスの設定 

〇皆様へのお願い 

1.皆様の身内（家族・地域）から被害を出さない。 

2.迷惑電話防止機器を設置してください。 

3.特殊詐欺被害に遭っていると思われる方（特に 

 

 

 

 ATM で携帯電話を使用している高齢者）を見 

ましたら、積極的な声掛けと通報。 

被害に遭わないよう、地元の会合等で手口や被害 

防止対策の周知をお願い致します。 

 

「相模原警察署管内の交通事故概要」 

１．交通事故発生状況について 

①人身交通事故件数（令和元年末） 

 県内 相模原署管内 

人身事故件数 

 前年比 

２３，２９４ 

－２，９１８（－１１％） 

８５２ 

－１８９（－１８％） 

亡くなられた方 

前年比 

１３２ 

－３０（－１９％） 

１ 

－５（－８３％） 

怪我をされた方 

前年比 

２７，３６１ 

－３，６６０（－１２％） 

９８８ 

－２０６（－１７％） 

②状態別事故発生状況 

区分 令和元年 平成30年 前年比 

自転車 

構成率 

２９１ 

３４．２％ 

３２８ 

３１．５％ 
－３７ 

二輪車 

構成率 

１８０ 

２１．１％ 

２１０ 

２０．２％ 
－３０ 

高齢者 

構成率 

３００ 

３５．２％ 

３３１ 

３１．８％ 
－３１ 

③人身交通事故件数（令和２年１月末） 

 県内 相模原署管内 

人身事故件数 

 前年比 

１，６９７ 

－２３３（－１２．１％） 

７０ 

－１（－１。４％） 

亡くなられた方 

前年比 

１９ 

＋６（＋４６．２％） 

１ 

＋１（前年０） 

怪我をされた方 

前年比 

１，９６３ 

－２８８（－１２。８％） 

８０ 

－３（－３．６％） 

 

○交通事故防止に向けた各種活動 

１．交通安全活動について 

①各季における交通安全運動 

②自転車教室、二輪車事故防止運動 

③高齢者に対する交通事故防止活動 

２．交通死亡事故抑止に向けて 

・常に、緊張感を持った運転を。 

・焦らず、心と時間に余裕を持った運転を。 

・左右折時は、特に安全確認の徹底を。 

・午後４～６時の間が多発時間帯。 



 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピンに支援物を持って行かれた金沢会

員と櫻内会員には大変お疲れ様でした。また土曜

日に、地区インターアクト委員会に出席された豊

岡会員もお疲れ様でした。 

中国・武漢からのコロナウイルス発生が短い時

間に、その勢いが急速に拡散し、毎日この情報が

たくさん出ています。今回は相模原中央病院の看

護婦さんも感染されて、いろいろなイベントが中

止との情報が来ています。 

本日は先程、栗林ガバナー補佐からもＩＭ中止

のメールを頂きました。また 3 月 3 日の３クラブ

合同例会も中止することにしました。皆さん、こ

の大変な時期が収まるまでは、気をつけて下さい。 

感染されない、そして周りに移さないことも ロ

ータリアンとしての社会奉仕の一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     藤本会員より：私の会社と同じ産業創造センター

で事業内容は難しいのですが、簡潔に言いますと 

        バイオや細胞研究をされている㈱エーセルの社長 

        です。ぜひ、入会して頂ければと思っています。 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員          金沢 邦光 

 今回は目薬アイボンを 

ダンボール 5 箱×9 ㌔ 計 

45 ㌔を税関で引っ掛から 

ないよう、鞄に入れて持 

参しました。マニラ市か 

ら 1 時間位離れた「バタ 

ンガス」という町に避難 

センターがあり、そこへ 

届けてきました。詳細は、 

写真でご紹介致します。（主な写真のみ掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①青少年交換学生オリエンテーションのご案内 

     貴クラブ推薦の派遣学生のオリエンテーショ

ンを開催しますので、ご出席下さい。 
日時：3 月 7 日（土）15:00～17:00 
場所：「第一相澤ビル」 

②次年度 青少年交換ホストクラブ「説明会」へ

出席のお願い 

     来日学生の次年度受入れホストクラブは、必ず 
ご出席をお願い致します。 
日時：3 月 7 日（土）15:00～17:00 場所：「第

一相澤ビル」 出席要請者：以下、次年度の会

長・幹事・青少年奉仕委員長・カウンセラー 
③会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催の

お知らせ 

会長エレクトにはご出席をお願い致します。 

     日時：3 月 10 日（火）10:00～点鐘・本会議  
18:40～懇親会 場所：藤沢商工会館ミナパーク 

登録料 10,000 円 登録締切：2 月 21 日 
④2020 年ホノルル国際大会地区ナイトについて 

国際大会の開会式終了後、参加の皆様との懇親

を企画しました。クラブ一括で申込み下さい。 
 日時：6 月 7 日（日）18 時～ 場所：ｼｪﾗﾄﾝ・

ﾌﾟﾘﾝｾｽ・ｶｲｳﾗﾆﾎﾃﾙ 会費：12,000 円（着席ビュ

ッフェ）締切日：3 月 31 日 
※次年度ロータリー手帳申込書を回覧しております。

クラブ購入しますので、希望者は〇印をご記入下

さい。出来上がりは、５月下旬頃となります。 

  
※高本昌敏会員より、会社移転のお知らせ 

     〒192-0375 八王子市鑓水 2－81 4-1102 
     TEL 042-682-5087  FAX 050-6875-6763 
     E-mail  info＠it-advisor.co.jp 
     

●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 

●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 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ご夫人・ご主人誕生日祝 

・老沼 秀夫ご夫人 2 月 23 日 

・阪西 貴子ご主人 2 月 26 日 

〇入会記念日祝 

・竹田  繁会員 1982 年２月 ２日  

・田所  毅会員 1991 年 2 月 26 日 

・甲斐 美利会員 1991 年 2 月 26 日 

・阿部  毅会員 1994 年２月 ８日 

・早川 正彦会員 2011 年 2 月 1 日 

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  河野 崇 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  横江 利夫会員 

ゲスト   相模原警察署長 木原 信一郎氏 

      調査官兼警務課長 中川 重治氏 

      オブザーバー   佐藤 雅司氏 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、阿部  毅、阪西 貴子 

池之上和哉、大槻  実 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 25 名） 事前メイク者 

３２名 ２4 名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/28) 
４名 ８６．２１％ ８４．３８％ 



 

    

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック」 

〇県内の開催競技 

・サッカー（横浜国際総合競技場） 

・野球、ソフトボール（横浜スタジアム） 

・セーリング（江の島ヨットハーバー） 

・自転車競技（ロードレース）コース 

〇県内通過競技（自転車ロードレース） 

・コース：武蔵野の森公園→稲荷橋（都・県境） 

 →相模原市内→両国橋（山梨県境）→山中湖→ 

 富士スピードウェイ→三国峠（山梨・静岡県境） 

 →山中湖→富士スピードウェイ 

 （三国峠通過は男子のみ） 

・走行距離 男子／約 244 ㎞ 女子／約 147 ㎞ 

 （神奈川県内 約 30 ㎞） 

    ・参加選手 男子 130 人／女子 67 人 

    〇オリンピック聖火リレー 

    ・日程：福島県を 3 月 26 日（木）にスタートし、 

全国を 121 日間（移動日含む）かけて通過。 

    ・県内日程：神奈川県は、6 月 29 日（月）～7 月 

1 日（水）までの 3 日間をかけて通過。 

    〇聖火ランナー 

    ・神奈川県実行委員会のランナーとして決定した 

     計 68 名の内、男性は 40 名（約 59％）、女性は 

     28 名（約 41％） 

    ・年代別では 10 代～90 代まで幅広く選定。最も 

     多いのは 50 代、最高齢は 91 才。 

    ・外国出身者等は全体の約 9％。障碍のある方は 

     9 名で全体の約 13％。 

    ・県内の全市町村から、居住またはゆかりのある 

     方を選出。 

    〇過去大会における主な妨害事案 

    ・2008 年北京大会 

     チベット支援グループや、聖火護衛の呼びかけ 

     に集まった在日中国人留学生、右翼団体等によ 

     る小競り合いなどが発生（長野市内） 

    ・2012 年ロンドン大会 

     背中に「フリーチベット」と書かれた全裸男性 

     による飛び出し事案や消火器噴霧事案が発生。 

    ・2016 年リオ大会 

      

 

 

消火器噴霧事案、卵や石の投てき事案、聖火を 

奪い取ろうとした事案（未遂）などが発生。 

〇ドローン等の飛行禁止場所等 

・飛行禁止場所 

 対象施設の敷地上空・・レッドゾーン 

 周囲おおむね 300ｍの上空・・イエローゾーン 

・罰則 

 １年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 

〇皆様へのお願い 

 （自主警備の強化と警察署との連携） 

・危機意識の向上と共有（テロの脅威等について 

 の危機意識を共有） 

・テロ対策訓練等の実施、参加（テロ発生時の対 

 応要領を確認） 

・施設の環境整備（不審物を発見しやすい環境設 

 備と施設点検） 

・見せる警戒の強化（テロ防止バッジや警戒腕章 

 等の着用） 

・警戒強化の呼び掛け（不審者・不審物に対する 

 警戒強化の放送や表示） 

・機械警備の強化（防犯カメラ等の設置、増設、 

 点検） 

・警察署との連携（顔の見える関係の構築） 

 

 

〇泳げ鯉のぼり事業について   永保 固紀 

 今年３２回目をもち、 

事業を終了するとの 

結論になりました。特 

に設備等のハード面 

で膨大な経費が掛か 

り、また台風により相 

模川の流れが変わり 

再整備するのは無理となりました。この事業は当クラブ 

が１０周年記念事業として創設し、クラブを挙げて取り 

組み、会員皆様にも毎年、協賛金等でご協力を頂き 

ましたので、本日は鯉のぼり実行委員会の竹田会員と 

共に、皆様に御礼とご報告をさせて頂きました。 

ありがとうございました。 （概要にて） 

 



 

 

 

 

    ●横溝会長、田後幹事 

    ①相模原警察署長の木原信一郎様、調査官兼警務 

     課長の中川重治様、ゲスト卓話宜しくお願い致 

     します。 

    ②ご夫人・ご主人誕生日祝、入会記念日祝の皆様 

     おめでとうございます。 

    ③オブザーバーの佐藤様、楽しんでいって下さい。 

    ●永保 固紀会員 

     当クラブが創立者の「泳げ鯉のぼり相模川」事 

     業が終了することになりました。毎回のご協力 

     に厚く御礼申し上げます。 

●田所 毅会員 

①警察署長の木原様、調査官の中川様、本日はお 

 忙しい中、ありがとうございます。本日は宜し 

 くお願い致します。 

②本日、お祝の皆様、おめでとうございます。 

●川合 貞義会員、竹田 繁会員 

①木原署長、中川調査官、本日はご苦労様です。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

③老沼さんには奥様誕生日、阪西会員にはご主人 

誕生日、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①２月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の木原署長さん、宜しくお願いします。 

③フィリピンでの奉仕活動に行かれた金沢さん、 

 櫻内さん、ご苦労さんでした。 

●横江 利夫会員 

①先日、卓話で話した新会社がようやくスタート 

致しました。皆様のお蔭です。ありがとうござ 

います。頑張ります。 

②エーセルの佐藤さん、ようこそ中ロータリーに 

お越し下さいました。 

    ●金沢 邦光会員 

     フィリピン訪問の報告をさせて頂きます。 

    ●佐々木 敏尚会員 

木原様、中川様、本日はお越し頂き、ありがと 

     うございます。卓話を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

●藤本 恵介会員 

本日はオブザーバーとして、エーセルの佐藤社 

長をお連れ致しました。入会してくれるかもし 

れません！宜しくお願い致します。 

●豊岡 淳会員 

①相模原警察署長の木原様、中川様、宜しくお願 

いします。 

②金沢さん、フィリピン報告宜しくお願いします。 

③オブザーバーでお越しの佐藤様、末永いお付き 

 合いをお願いします。 

●池之上 和哉会員 

①今月お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②木原署長、中川様、本日は宜しくお願い致します。 

③エーセルの佐藤社長様、ようこそ。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②木原署長、中川調査官、本日はお忙しいところ 

ありがとうございます。 

③金沢さん、報告を宜しくお願いします。私はコ 

ロナではありません。まだ帰国後 10 日間です。 

●中里 和男会員 

①ゲストスピーカーの木原署長、中川課長、ご苦 

労様です。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の相模原警察署長の木原様、宜しく 

 お願い致します。 

②2 月のお祝の会員皆様おめでとうございます。 

●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卓話の木原様、中川様よろしくお願いします。 

 

＜理事会報告（持回り）＞ 

①２月２２日（土）ＩＭ中止の件 

 ２月２５日例会は定款第８条１節により取止めとする。 

②３月３日（火）３クラブ合同例会 中止の件 

 ３月３日を通常例会とする。１２：３０～「市民会館」 

 


