
本 日 の お 客 様

・劉 瀟 さん（米山奨学生）

会 長 挨 拶

改めましてこんばんは。最近特にあったかくなったり寒くなったり
ですので、皆様方、お風邪を召さないようにじゅうぶんにご注意し
ていただきまして、お水取りが過ぎましたら、やっと春が来るみた
いでございます。皆様方はまた風邪を引かないようにじゅうぶん留
意してまた出席も100％になるように心がけてください。

幹 事 報 告

先般、太宰府ロータリークラブにお伺いしました時に、宗像ロータ
リークラブさんが創立30周年記念事業のＰＲで、太宰府ロータリー
クラブさんにお見えになってました。30周年の記念事業で、沖ノ島
に参拝をする、ということでございます。沖ノ島というのは考古学
がお好きな方からしましたら、知る人ぞ知る貴重な文化遺産です。
しかもここは普段は立ち入ることができず、今も女人禁制で、神主
さんが定期的に交代してたった一人で守っておられます。海の正倉
院と言われている非常に貴重なところでありますが、宗像ロータリー
クラブさんが、記念事業として参加を募っておられ、太宰府ロータ
リークラブさんも参加するのでもし宜しければ一緒にどうですか、
というお誘いをいただいております。日程は5月14日、雨の日の予備
日として5月16日ということです。あとは条件といたしまして、5月2
8日に開催される宗像ロータリークラブの記念式典に参加していただ
ければ非常に有難いということです。資料がございますので、もし
ご興味がおありの方は私の方にご連絡ください。
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『和と飛躍』

四つのテスト

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. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第29回 2月23日
通算1774回

◎会員総数 ７３名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２７名
◎本日出席 ５１名
◎本日欠席 １１名
◎本日出席率８２．２６％

第27回 2月2日
通算1772回の修正

◎欠席者 ８名
◎免除者の欠席者 １１名
◎欠席者の補填者 ７名
◎免除者の補填者 ２名
◎出席率 ９８．４４％

例会プログラム

第30回3月1日

通算1775回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

合同会社EditZ(ｴﾃﾞｨｯﾂ)

代表 松原雄一 様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



米山奨学生：劉瀟さんよりご挨拶
あと2回の参加となったんですが、先週ちょうど修士論文の発表会が終わりましていま一安心
しているところです。あとちょっとですが、よろしくお願いいたします。

2

ロータリー財団認証表彰

★Multiple４（＄5,000以上）★ ★Multiple３（＄4,000以上）★
・平野 貞治 君 ・北神 徳明 君
・成田 積 君 ・土谷 宗一 君
・高木 伸夫 君 ・植倉 一正 君

★Multiple１（＄2,000以上）★ ★Ｐ・H・Ｆ★
・大塩 栄作 君 ・市田富久夫 君
・髙野 治 君 ・門脇 伸幸 君

・森山 斗福 君
・辻本 和弘 君
・弓場 裕史 君

米山記念奨学会功労者表彰

★１００万円以上達成（第１０回米山功労者メジャードナー）★
・楠下 重郎 君

★５０万円以上達成（第５回米山功労者マルチプル）★
・橋本 和典 君

★３０万円以上達成（第３回米山功労者マルチプル）★
・倉田 智史 君
・西口 栄一 君
・宮西 正伸 君

★２０万円以上達成（第２回米山功労者マルチプル）★
・中奥 雅巳 君
・水野 憲治 君

★１０万円以上達成（第１回米山功労者）★
・市田富久夫 君



卓 話 「防 犯 講 座」

公益財団法人奈良県防犯協会 専務理事 森岡秀 様

皆さん、こんばんは。今紹介がありましたように私は奈良県防犯協会の専務理事をしておりま
す森岡と申します。防犯協会というのは、皆さん聞き慣れない団体であろうかと思いますけれ
ども、この機会にご認識いただきたいと思います。防犯協会は奈良県、そして県下39市町村、
12の警察署ならびに地域のボランティア団体などと連携あるいは一緒になりながら、犯罪のな
い安心・安全な町づくりを目指して各種の防犯広報啓発活動をやっている公益財団法人でござ
います。この機会に防犯協会という組織にご認識をいただきまして以後、防犯協会が行う各種
の事業につきまして、ご支援ご協力を賜りましたら大変ありがたいと思います。よろしくお願
いいたします。
本日は奈良大宮ロータリークラブの例会にお招きいただきまして、また防犯講座という機会を
頂戴いたしまして大変ありがとうございます。本日は身近で発生する犯罪の実態と犯罪被害に
遭わないための心構えと題しまして30分近くお話させていただきます。
まず、皆さん方の身近で発生する犯罪の実態ということを知っていただきたいということで、
警察から頂戴したデータをお配りさせていただいています。平成27年、昨年一年間で奈良県警
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が地域住民から届出を受けた犯罪は10,037件発生したということでございます。これは一昨年
の平成26年に比べまして1,100件余り、大幅に減少しております。大変良い傾向と私は思って
います。戦後最大の数値を記録したのは平成14年です。奈良県下で32,017件という犯罪が発生
しております。それからしましたら昨年は三分の一以上減ったということになります。この数
字を見る限りにおきましては、たいへん治安が良くなったなと思われることでしょう。それを
数的治安あるいは数値治安という表現をしております。ところが昨年は香芝市内で小学女児が
連れ去られ監禁される事件が発生いたしました。このように子供あるいは女性が犯罪被害に遭
うような猥褻事案、性的犯罪、猥褻犯罪に至るかも知れないという子供に対する声かけ事案、
あるいは高齢者を対象とした振り込め詐欺等、これが前年に比べて増加しております。たいへ
ん憂慮するべき状況であろうかと思うわけです。それを体感治安と警察は呼んでおります。体
で感じる治安の状態、体感治安はまだまだ悪いんだ、もっともっと良くしていかなければなら
ないというのが私ども、また警察の共通の認識でございます。では体感治安を良くするために
はどうすればよいのかということを知恵を絞っていろいろな対策を講じている昨今でございま
す。
本日は時間の関係から「空き巣などの住宅対象侵入窃盗」と「振り込め詐欺」に絞ってお話し
いたします。まず、「空き巣などの住宅対象侵入窃盗」は、県下で334件発生しております。
これは前年に比べ43件減少という、数値だけを見れば大変良い傾向でありますが、空き巣は時
により強盗傷人・殺人に発展しかねない重大な犯罪です。この観点から334件も発生している
厳しい状況であり、1件でも多く減らさなければならないということが、我々の共通認識であ
ります。このなかにも多くの方がお住まいかと思われますが、近鉄奈良線沿いの奈良・奈良西・
生駒警察署管内は、いずれも前年比で空き巣盗の事案が増えており、空き巣盗の多発エリアと
言っても決して過言ではありません。これは地の利が良い、交通が至便ということと、高級住
宅地が多いということから、狙われる可能性が高いと考えられるもので、この地域にお住まい
の方は特にご留意いただきたいと思います。また、その手口ですが、家人の不在時に忍び込む
「空き巣」が75％と圧倒的に多く、侵入方法は「ガラス破り」が54.2％と突出しており、「無
施錠」が29.1％と続いています。
「ガラス破り」とは、窓ガラスのクレセント錠付近を金槌や付近に落ちている石で叩き割り、
手を突っ込んで開錠し、窓を開けてから侵入するものです。従って、まずは「窓ガラスを破れ
ないようにする」、また「窓ガラスを破られても手を突っ込めない状態にする」、あるいは
「たとえ開錠ができても窓そのものを開けられなくする」、などの窓対策をしっかり講じる必
要があります。
次に「無施錠」についてです。窓を破るとなると音が鳴り、また時間も掛かることから、実は
犯人は「ガラス破り」は嫌います。しかし、「無施錠」なら労せずして侵入することができま
す。空き巣10件のうち、実に約3件は無施錠が原因となって発生しています。「あのとき鍵さ
えしておけば」という後悔をしないためにも、外出時にはしっかりと鍵を閉め、確認喚呼を徹
底していただく必要があるのかな、と思います。
続いて、「振り込め詐欺」でございます。昨年一年間、県下では77件発生しています。たかが
77件と思われるかもしれませんが、その被害額は3億1451万円にも上ります。
これは前年に比べて10件増え、被害額は1億5700万円ほど減っています。件数は増えているの
に被害額は減っているのですが、ただし、これには理由があります。一昨年の平成26年に、1
件で1億5千万円の被害を出す詐欺がありました。超高額な振り込め詐欺ですが、これは未公開
株の勧誘斡旋を受けた被害者が1億5000万円を3回に分け、宅配便で現金を送ったというもので
した。昨年はこういった大型の事件が無かったため、件数が増えたにも関わらず被害額が減る
という結果になりました。
振り込め詐欺の手口には色々なものがありますが、まず多いのは「架空請求詐欺」です。この
「架空請求詐欺」は、身に覚えのない請求を受けてお金を振り込んだ、あるいはお金を送った
というもので、これが77件中27件、被害額は全体の半分以上の1億6120万円に及んでいます。
最近では名義貸しの電話が掛かってきて、渋々名義を貸すと「名義貸しは犯罪である」と恫喝
を受け、現金を騙し取られるケースが多いです。昨年の最高額、5500万円の被害が出たのも
「架空請求詐欺」でした。
次に多いのは「オレオレ詐欺」です。旧態依然とした手口なのですが、ある日、突然孫を騙っ
て電話が掛かってきて、それを信じた祖父母がお金を振り込んだ、または送ったというもので、
昨年は19件で4650万円の被害が発生しました。
続いて、「うまい儲け話詐欺」で、これが15件発生していて9000万円以上の被害が出ておりま
す。先程紹介した未公開株の例のような詐欺で、被害者に一獲千金の話を持ち掛けてお金を振
り込ませるものです。
他にも手口はあるのですが、こういった振り込め詐欺の被害者に共通して言えるのは65歳以上
の高齢者が75％を占めるということです。しかも、このうちの73％が女性であり、高齢者かつ
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女性というのが被害者の共通点と思われます。高齢の女性は特に注意していただきたいと考え
る次第でございます。
次に、警察から頂戴したデータをもとにお話をいたします。
人口千人あたりの犯罪発生件数について、県内39市町村の平均値は7.29件であるのに対し、奈
良市は7.57件とやや高い値となっております。罪種別で見ますと、「住宅侵入窃盗」が県下合
計334件に対し奈良市は96件、「特殊詐欺」は77件に対し28件の発生があることが分かり、や
はり奈良市は犯罪が多いということが判明します。
本日お配りしました資料には、奈良および奈良西管区の交番別の罪種別件数を掲載しています
ので、皆様方のお住まいの地域ではどのような犯罪が多いのかを、ご認識いただければ幸いで
す。
では、こういった犯罪の被害に遭わないためにはどうすれば良いかについて、説明いたします。
まずは自衛の意識を持っていただき、自助共助の自助に努めて下さいということに尽きます。
空き巣については、警察用語に「朝き巣」と「宵き巣」というものがあり、それぞれ専門の空
き巣がいます。「朝き巣」は朝に家人全員が家から出るのを待って、完全に留守になってから
仕事に取り掛かります。また、冬場に多い「宵き巣」は、日が暮れたにも関わらず洗濯物を取
り入れていない家や、明かりがつかず物音のしない家を狙って空き巣に入ります。非常に成功
率が高く、「宵き巣」を専門とする空き巣が多いと聞き及んでおります。
十分気を付けていただきたいと思います。
侵入を防ぐ具体策として、防犯ガラスやフィルムの導入や、センサー・面格子の設置など、手
を突っ込むことが出来ない状態、あるいは容易に鍵を開けられない状態にしていただきたく、
ますはご自宅のサッシを確認してみてください。他にもストッパーや補助錠を活用いただき、
窓対策の強化をお願いいたします。
また、「無施錠」が原因の空き巣が非常に多いのですが、しっかりと施錠をしていただくとい
うことが重要です。窓ガラス対策と施錠さえ心掛けていただければ、空き巣は防げるというこ
とをお話しさせていただきました。
続いて、「振り込め詐欺」ですが、孫を騙るものであれば一度電話を切って本人に確認すれば
良いですし、銀行や警察職員というのであれば、その機関に確認をとっていただくのが一番大
事かと思います。還付金等詐欺や金融商品等詐欺については、お金は汗水を流して得るもので
あるということを肝に銘じ、甘い言葉に乗らないように心掛けて下さい。
こちらの具体策は、まず日ごろから家族同士のコミュニケーションを、しっかりとっていただ
きたいということです。家族全員で詐欺について話す機会を設け、意識を高めていただきたい
ということです。それから、合言葉を決めるということです。電話が掛かってきたら、まず合
言葉を確認するとなりすましを未然に防ぐことが出来ます。繰り返しとなりますが、必ず本人
に掛け直して確認をすることを忘れずにお願いします。
地域のコミュニケーションも非常に大事です。隣近所との井戸端会議でも結構ですので、犯罪
について情報の共有を行ってください。こういった犯罪の被害に遭いやすい女性は出不精の方
ですので、外に出て隣近所の方としっかりコミュニケーションをとるように心掛けてください。
また、現金を「送るな・渡すな・振り込むな」という言葉を警察が啓蒙しておりますので、こ
ちらもしっかりと覚えていただけたら幸いです。
最後に、共助についても触れておきたいと思います。個人がいかに注意していても、やはり犯
罪被害に遭うということがあり得ますので、地域住民同士がお互いに助け合って被害を未然に
防ぐ、ということが共助であります。県警とともに「チャレンジ"絆"」と銘打ち、地域の防犯
力向上を狙ってあいさつ・声掛けの運動を進めており、2015年末時点で14万1600世帯にご協力
いただいています。これは地域の連帯感を深め、犯罪被害に遭わないようにお互い注意しましょ
う、といった活動です。もし、まだ取り組んでおられない自治会がありましたら、是非とも所
轄の生活安全課にお声掛けいただけたら、と思います。
まとめになりますが、犯罪の被害に遭わないためにはご自身がしっかりと自衛・自助をしてい
ただくとともに、隣近所の方々がお互いに注意しあって地域から犯罪が発生しないように協力
することが重要です。「チャレンジ"絆"」、絆づくりということで私どもが展開しております
取り組みにご賛同いただきまして、地域から犯罪を1件でも減らす努力をしていただければ幸
いです。是非、お帰りになられましたら実践・実行していただきたいということを最後にお願
い申し上げまして、私のお話を終わらせていただきます。有難うございました。
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次回の例会 ２０１６年３月８日(火) 卓話

講師 株式会社 玉初堂 代表取締役 中造 和夫 氏
演題 「香と香道」

例会変更のお知らせ

3 月 ■大和高田ロータリークラブ■
・３月２２日（火）・・・・・・３月２６日（土）

創立55周年記念例会に変更。
場所：シェラトン都ホテル大阪

※ビジター受付：行いません。
・３月２９日（火）・・・・・・定款第6条第1節（Ｃ）により、

休会。
※ビジター受付：行いません。

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

ニコニコ箱 本日計 31,000円 累計 1,926,000円

中村信清 君 2月25日当菅原天満宮にておんだ祭りを行います。ユーモラスな所作を行いま
す。時間のある方は見に来て下さい。

髙野 治 君 森岡先生、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
有井邦夫 君 2/21結婚記念日のお花に御礼申します。防犯協会の森岡さまの卓話ありがと

う存じます。うれしいかぎりです。
中島 大 君 森岡専務 本日の卓話よろしくお願い致します。
北河原公敬君 2月20日からいよいよ修二会（お水取り）の前行が始まりました。今年で1265

回目の行法となります。
中條章夫 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。結婚45年になります。妻を大切

に離婚されないように頑張ります。
森山斗福 君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力


