
 

 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さんこんにちは。 

本日もここからの景色が違うのでくじ引きによる

席決めが行われたのが直ぐに分かりました。 

先週の新年例会は如何だったでしょうか？私は新

年会が終わった後、2 次会に行きましたが、居酒屋さ

んもコロナへの警戒心はもう全く無いかなぁと云う

印象を受けました。 

もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、本日

政府が新型コロナ感染法上の位置付けを 4 月 1 日よ

りインフルエンザと同じ 5 類に変更する方針を表明

するようです。 

先週の挨拶でも言いましたが、今月 18 日に 91 歳

になった私の母はコロナ陽性の診断を受けましたが

無症状でしたし、94 歳の叔母も熱があり辛そうでは

ありましたが現在は非常に元気になりました。この年

齢でも無症状だったり、熱は出たものの元気になられ

たのですから、我々は適切な食事と運動を心掛けて体

力の向上そして免疫力アップをして「with コロナ」

にしていくようにしましょう。 

 

そして笑う事も免疫力アップには有効と証明され

ています。本日はくじ引きでの席になっていますので

お隣がいつもの会員と違うとは思いますが、楽しい話

をして大いに笑って楽しい例会を過ごして免疫力ア

ップして頂きたいとおもいます。 

本日も宜しくお願いします。 

 

― お 客 様 ― 

 
群馬県館林警察署 

生活安全課長 警部 古澤 滋 様 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ５． １．１３（金）新年例会 

参加者 会員４４名   於・ニューミヤコホテル館林 

 

今後の予定 

Ｒ ５． １．２５（水）（公社）館林青年会議所 

 新年祝賀会 

対象者 上野 和路   於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． １．２７（金）創立６５周年 

第２回記念事業部会 

於・ニューミヤコホテル館林 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２３年１月２０日(金) 第３１３５回例会報告（Ｎｏ，２５） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２２～２０２３年度 

みんなのロータリー、みんなでロータリー、 

さあ！奉仕に出かけよう 
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ 
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対象者 上野 和路・根岸 利正・小池 敏郎 

毛塚  宏・大澤 孝司・関井 宏一 

関口  昇・岡田 雅一・小曽根久八 

多田 善洋・帆足 秀司・矢島 孝昭 

    山岸 孝昭・齋藤 佳延・関口 良幸 

齊藤  要 

Ｒ ５． １．２８（土）ローターアクト主催 

「ウクライナ避難民支援チャリティ講演会」 

於・群馬会館ホール 

Ｒ ５． １．３１（火）館林つつじサポーターズ 

俱楽部役員会 

対象者 上野 和路 於・つつじが岡公園総合管理事務所 

Ｒ ５． ２． ３（金）ガバナー補佐訪問 

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． ２． ３（金）第５回クラブ協議会 

（補正予算が発生する場合開催） 

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． ２． ９（木）令和５年度 

花と緑の館林づくり協議会総会 

対象者 長柄 光則         於・館林市役所 

Ｒ ５． ２．１４（火）館林市国際交流協会理事会       

対象者 上野 和路       於・館林市文化会館 

Ｒ ５． ２．１４（火）館林市国際交流協会 

地域国際化部会 

対象者 上野 和路       於・館林市文化会館 

Ｒ ５． ２．１８（土）第３回諮問委員会 

対象者 宮内 敦夫     於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ５． ２．１８（土）地区チーム研修セミナー 

対象者 宮内 敦夫     於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ５． ２．１８（土）イルミネーション撤去作業         

於・駅前通り 

Ｒ ５． ２．１８（土）ロータリーデー奉仕活動 

（鶴生田川清掃） 

於・鶴生田川周辺 

Ｒ ５． ２．２５（土）第２３回館林市子ども議会 

 於・館林市議会議場 

Ｒ ５． ３． ３（金）第４分区ＩＭ        

於・ロイヤルチェスター太田 

Ｒ ５． ３． ８（水）女性ネットワーク委員会主催 

   ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ＆バザー 

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

Ｒ ５． ３．１１（土）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ 

       於・前橋商工会議所会館 

対象者 横田 善次・山本  樹・宮内 敦夫 

Ｒ ５． ３．１８（日）新会員セミナー 

        於・前橋問屋センター会館 

Ｒ ５． ４．２２（土）館林ＲＣ創立６５周年記念式典 

於・三の丸芸術ホール／ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． ５．１３（土）新田ＲＣ創立４０周年記念式典 

於・ティアラグリーンパレス 

Ｒ ５． ５．２１（日）地区研修・協議会 

         於・利根沼田文化会館 

Ｒ ５． ５．２７（土）太田南ＲＣ創立４５周年記念式典 

 於・太田グランドホテル 

Ｒ ５． ５．２７（土）～３１日（水）国際大会 

         於・メルボルン 

Ｒ ５． ５．２８（日）メルボルン国際大会日本人朝食会 

於・ジンク フェデレーションスクエア内 

 

― 幹 事 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ 

２月１４日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

２月２８日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆館林ミレニアムＲＣ 

２月 ２日（木）→ ２月５日(日)多々良沼清掃に振替 

           時 間 ８：３０ 

           場 所 フレッシュファーム南集合 

 ２月 ９日（木）→ 雪見例会 

           点 鐘 １８：３０ 

           会 場 きよみ 

 ２月１６日（木）→ 休 会（理事会のみ開催） 

 ２月２３日（木）→ 祝日休会 

 ３月２３日（木）→ 休 会 

 ３月３０日（木）→ 休 会 
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◆富岡ＲＣ 

２月１４日（火）→ 休 会 

（貯水槽プロジェクト・インドネシア） 

２月２２日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡中央ＲＣ 

２月２３日（木）→ 休 会（祝日 天皇誕生日） 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①２０２３学年度米山記念奨学生・世話クラブ及び 

カウンセラー募集のご案内 

②クラブ会長エレクト・次年度幹事研修セミナーのご案内 

 【日 時】３月１１日（土） 受 付  ９：２０～ 

         研 修 １０：００～１７：００ 

 【会 場】前橋商工会議所会館 

     ※新型コロナウィルスの感染状況によっては、

開催が Zoom 等リモート方式に変更にな

ることもございます。 

 【登録料】一人４，０００円（予定通り開催の場合） 

 【出席義務者】会長エレクト・次年度幹事 

 【対象者】横田 善次・山本  樹・宮内 敦夫 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

①「ハイライトよねやま ２７４号」のご送付 

②２０２２－２３年度下期普通寄付金のお願い 

◆（公財）ロータリー日本財団 

確定申告用寄附金領収証のご送付 

◆大泉ＲＣ 

第４分区ＩＭのご案内 

【日 時】３月３日（金） 受 付 １５：００～ 

Ｉ Ｍ １５：３０～１７：４５ 

       懇親会 １８：００～１９：３０ 

【会 場】ロイヤルチェスター太田 

【テーマ】「環境保全の取り組み」 

 「さあ！奉仕に出かけよう」 

     ・各クラブ 持ち時間８分 

     ・発表者１名 

【登録料】お一人様    ５，０００円 

     クラブ負担金 １５，０００円 

     ※各クラブ１０名程度の登録 

◆館林つつじサポーターズ俱楽部 

役員会開催のご案内 

【日 時】１月３１日（火）１０：００～１１：００ 

【会 場】つつじが岡公園総合管理事務所会議室 

【対象者】上野 和路 

◆花と緑の館林づくり協議会 

令和５年度総会開催のご案内 

【日 時】２月９日（木） １０：００～ 

【会 場】館林市役所５階５０１会議室 

【対象者】長柄 光則 

◆館林市国際交流協会 

①理事会開催のご案内 

【日 時】２月１４日（火）１９：００～ 

【会 場】館林市文化会館２階３号室 

【対象者】上野 和路 

②地域国際化部会開催のご案内 

【日 時】２月１４日（火）２０：００～（予定） 

【会 場】館林市文化会館２階３号室 

【対象者】上野 和路 

◆㈱フジマキネクタイ 

ロータリー用品最新カタログ２０２３－２４ 

 

― 委員会報告 ― 

＜ロータリーの友 記事紹介＞ 

 
クラブ会報・広報委員会 小池 和敏 委員長 

 

 

出席・ニコニコ BOX 委員会 齊藤 一則 委員長 
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例会出席報告 

通算３１３５回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５５名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 １９名 

出 席 率 65.45％ 

前前回修正 67.27%～72.73％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

館林警察署生活安全課の古澤滋様に卓話をしていただ

きますので！ 

☆横田 善次副会長         頂きました 

館林警察署、古澤滋様お話ありがとうございます。 

☆根岸 利正幹事          頂きました 

先日、プログラム委員会の皆様にご迷惑をおかけいた

しました。大変申し訳ございませんでした。 

☆松本 耕司会員         大変頂きました 

平素は大変、お世話様になって居ります。昨晩の会議

所青年部の新年互礼会に、欠席してしまい、多くの出

席された皆様方にご迷惑を、お掛け致し申し訳有りま

せんでした。今後共どうぞ宜敷くお願い申し上げます。 

☆田部井 孝一会員          頂きました 

今日はいつもお世話になっています、館林警察署古澤

生活安全課長さんに卓話をして頂きますので。 

☆長柄  純会員           頂きました 

今年初の例会出席です。本年もよろしく、おねがいし

ます。 

☆大澤 孝司会員           頂きました 

資料不足の為、本日の記念事業委員会は中止になりま

した。２７日に変更いたします。よろしくお願いしま

す。 

☆山本  樹会員          頂きました 

館林警察署古澤生活安全課長のお話ありがとうございま

す。補導委員会ではお世話になっています。また、先週

わすれた心ばかりのお年賀用意いたしましたのでお使い

下さい。 

 

 

 

 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 今泉 始宏委員 

 

群馬県館林警察署 

生活安全課長 警部 古澤 滋 様 

 
本日は特殊詐欺被害防止に話題を絞ってお話をさ

せて頂きます。 

まず特殊詐欺被害防止対策のチラシから話します。

令和 4 年度中における特殊詐欺被害件数は県下では

217 件（前年度±0 件）。被害額は約 5 億 6640 万（前

年比+1 億 6070 万円）と増加しています。館林警察

署管内では令和 4 年度 12 件（前年度+1 件）。被害額

は約 4240 万円（前年比+2800 万円）と同じく増加し

ているというのが現状です。 

特に多かった手口について、一つ目は「オレオレ詐

欺」で、息子や孫を語ったいわゆる一番オーソドック

スな詐欺と言われるもので、件数は全体の約 37%を

占めております。 

次に多いのは「キャッシュカード詐欺盗」という手

口です。お宅に訪問してきた人間が、被害者のキャッ

シュカードが事故カードだと言い、カードを確認しま

すと言います。そのカードを封筒の中に入れましょう

ということで封筒に入れた後、糊付けをしようとか、
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印鑑を押しますとか言って、ちょっとのりや印鑑を持

ってきてもらえますか等と言葉巧みに言って、その場

を離れさせてしまいます。その間に自分で持ってきた

価値のないカードと入れ替えて被害者に渡します。暗

証番号は事前に聞いておきますので、その入れ替えた

正規なカードを使ってその日のうちに現金を引き下

ろすという手口です。この「キャッシュカード詐欺盗」

はいわゆる泥棒の一種の手口となります。この手口が

全体の約 33%あるので、オレオレ詐欺とキャッシュ

カード詐欺盗の 2 種類だけで約 70%の被害が出てい

ます。実はこの手口では、ほとんどの被害者は暗証番

号を犯人に話してしまっています。特殊詐欺の予兆電

話というがあって、被害につながらない場合もありま

すが、予兆電話があった方の約 1 割が暗証番号を言

ってしまっています。最初から暗証番号いくつですか

と言われても答える人はほとんどいないと思います。

ただ、犯人は言葉巧みに上手に話をしながら、生年月

日いくつですか、好きな番号いくつですか、じゃあ暗

証番号は等と上手に聞いてきます。それで話してしま

うというのが実は大きな要因となっています。チラシ

にも「合い言葉は暗証番号を聞くのは犯人だけ」と書

いてあります。警察も金融機関も絶対暗証番号を聞く

ことはありません。 

次に、絶対にやってはいけない 4 箇条について説

明します。この 4 箇条は、これをすることによって

犯人にお金が渡ってしまう最終的な手段の一つとい

うことで、絶対に守ってもらいたい、渡す前に思い出

して欲しい内容です。非常に当たり前のことです。第

１条は、現金やカードは渡さない！送らない！第２条

は、暗証番号やカード番号は、教えない！第３条は、

封筒（通帳・カード）を預けたまま、離れない！第４

条は、還付金は ATM で手続きしない！これについて

は警察と金融機関で連携して水際対策をしておりま

すが、銀行に ATM 以外で引き下ろしに来て高額出金

である場合、もしかしたら詐欺にあっているのではな

いかと窓口では比較的に阻止できますが、ATM では

なかなか気付けないです。電話をかけながら ATM を

操作している人がいれば、積極的に声をかけられます

が、自分で ATM を操作している方に大丈夫ですかと

声をかけるのはなかなか言いづらいです。つまり

ATM ではなかなか阻止ができないので、還付金は

ATMで手続きをしないでくださいという内容になっ

ています。 

続いて、チラシの裏面には、特殊詐欺の手口と対処

方法が書かれています。オレオレ詐欺、キャッシュカ

ード詐欺盗は館林署で多く発生している手口です。三

つ目は架空料金請求詐欺という手口で、これも館林署

で発生している手口の一つです。 

オレオレ詐欺の対処法は、すぐに元の番号に電話を

して、必ず本人に確認をしてください。電話をしてき

た息子さん、お孫さん本人に確認の電話をしてくださ

い。犯人が成り済ましている可能性があります。次に、

キャッシュカード詐欺盗について、警察や金融機関は

訪問をしてカードの確認をしません、ということです。

三つ目の架空料金請求詐欺では、パソコンやスマート

フォンがウイルスに感染したと、架空の話をしてきま

す。実際感染していませんが、直すにはいくら振り込

んでくださいと何度も何度も直るまでお金を振り込

ませるという手口です。これは、一般の方にも起こっ

てしまう、かかりやすいものの一つになります。もし

全く身に覚えがない連絡でしたら、無視して構いませ

ん。ただ、中には裁判所から正しい通知が来る方もい

ますので一概に言えませんが、内容をよく確認して頂

き、全く身に覚えのない通知であれば、無視して頂い

て結構です。その辺りの徹底をよろしくお願い致しま

す。 

最後に下半分の「詐欺は歩いてやってくる」という

内容です。群馬県内ではほとんどの方は車で移動して

います。しかし、特殊詐欺の受け子は群馬県の人間で

はなく、公共機関しか移動手段がないので、電車、タ

クシーを使って自宅までやってきます。ただ、自宅ま

で乗りつけてしまうと、タクシー会社で手配されてし

まうので、自宅から離れた場所に停めて歩いてやって

きます。そのため会話の中で歩いてきた、という話が

でた場合、ここでピンと来て頂き、詐欺の犯人かなと

チェックポイントの一つとして認識して頂ければと

思います。なお、このチラシは 10 月に館林・板倉・

明和の民生委員さんと連携して、それぞれ高齢者の方

に説明をして頂いています。 

続いて「群馬県警察上州くん安全・安心メール」に

ついて説明します。これは様々な事象に応じて警察か

ら、登録している方にメール送信して連絡するもので、
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市町村とも連携している事業です。いわゆる特殊詐欺

の被害についても、予兆電話についても流しておりま

す。つまり、警察が認知して、いつどこで特殊詐欺の

予兆電話が入っていますという内容をメールで送信

することによって、登録されている方が今どこに電話

が来ていると把握できます。いわゆる予防線を張るこ

とができます。予防線を張ることにより、自分にも危

険が及ぶかもしれないと感じて頂ければ、例えば電話

が来た時に詐欺の電話かなと感じ取れる可能性が増

えますので、安心・安全メールを登録して頂きたいと

併せてお話をしています。なかなか警察のメールは登

録しづらいと思いますが、登録したから何という話で

はなく本当に防犯に活用して頂ければと気軽に登録

して頂ければ非常に助かります。登録の仕方はチラシ

に載せてあります。ぜひご自身と家族の方にも今日の

話を伝えて頂き、点と点が線になって面になって広が

っていけば、非常に効果も高くなると思っています。 

本日は貴重なお時間を頂きましてありがとうござ

いました。館林警察署の生活安全課も抑止に向けて一

生懸命頑張っておりますので今後ともよろしくお願

い致します。本日ありがとうございました。 

 

 

 

 

 
卓話ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
魚の煮付定食 

 

 
S・A・A 飯塚 一成 会員 
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◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 
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