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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？
2018-2019 年度 会長：髙田 住男

幹事：齋藤

敏文
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① R 財団の寄付に対して、認証品の送付
塚本英夫会員；マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
（7 回目）
②柏青年会議所「2019 年度新年例会」開催の案内

委員会報告
①社会奉仕委員会

宇田川博司

委員長

こども食堂のクリスマス訪問で７件訪問しました。
②職業奉仕委員会

秋元慶一

委員長

シンガポール行きは 6 月 13 日からになりました。

日時：2019 年 1 月 10 日 ( 木）19：00 ～
場所：ハート柏迎賓館

例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp
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話

柏警察署生活安全課課長

田久保

宏征

様

通り、色んな携帯。インターネットが普及しまして、サ
イバー犯罪ですとか、それからいわるゆ男女間の問題で
ストーカーですとか、DV ですとかね、またそういった
こと、新たな、法で取り締まるべきものが増えてきたと
言うなところですね、正直 15 年ですとか 24 年、29 年
度とこちらの地区で仕事をしたのですが、あまり体感的
には忙しさというのは変わらないのかな、その分いろん
なものが出てきて、またなかなか警察だけでは対応でき
ないことが多いというのが実感です。
ちょっと話それましたが、続きまして今の細かな内訳
柏警察署生活安全課長の田久保です。私、課長にな

になります。約８割が窃盗犯、泥棒ですね。そういった

りましてようやくこれで 3 年が経ちました。まもなく 3

ところで特にその件数が多いというのは赤いところで書

年目ですね。前任は佐倉警察署で生活安全課長しており

いてあります、自転車ですとか、万引き。だいたいこれ

まして、それに続いてという事なのですが、こういう場

で約 50 パーセント、45,6 パーセントなんですけど、約

で防犯講演をやらせて頂くのは初めてという所で、貴重

半数、こういった犯罪が占めていると。いろんな会で言

な経験という事でありがとうございます。先程ありまし

うんですけど、決してこれ少年とか子供だけじゃありま

た電話で詐欺の関係もありますけども、大まかな話、全

せん。高齢の方の万引きをご存知と思いますが多いと。

体的な話をしまして、その後少し詐欺の状況を話してい

自転車についてもいろんな年代が多いんですけども、や

きたいと思います。気軽に聞いてください、よろしくお

はりゲートウェイ犯罪という、比較的入りやすい犯罪と

願いします。

いうようなところで、こういった所を取り締まりして

こちらが 11 月末現在の柏警察署管内の犯罪と刑法犯

いって、凶悪犯罪に至らないようにしていくっていうの

の認知件数となります。ご覧の通りとなります。前年同

が、ひとつ大きな仕事だと思っております。いきなり段

期比マイナス 408 件ということです。数字が多いのか

階を踏んで空き巣をやったり、殺人に走ったり、いきな

少ないのかということなんですが、昨年年間通して減少

りそういう所に行くわけではありませんので、まずこう

幅が -156 件でした。それと比較するとですね、かなり

いった軽微な犯罪からきちっと取り締まって行くという

今年は大幅な減少になったのかなと、いうようなところ

ような所であります。

でありまして、今現在さらにですね、マイナス幅は進ん

また、これから年末にかけて、既に年末で増えてきて

でいると、それが今の大まかな現状となります。こちら

るんですけども、この自転車盗の下になります、空き巣

がいわゆるピーク時、最もこの柏市内で刑法犯が多かっ

ですとか、忍び込み、出店荒らし、事務所荒らし。こう

た年、平成 14 年ですね、そこから今比較した棒グラフ

いったところが非常に増えていると、いうような所でで

となります。見てわかる通り、6 割以上減少していると

すね、なかなかこれは時間帯的に、なかなか未然に防ぐ

いうのが今の現状です。ちなみにですね、この平成 15

ことが難しいですね。そうしますとやはりある程度ご自

年、赤い数字の隣ですね、ちょうどその年に、私と金子

分で対策していかないといけないような部類になります

係長は警察官になりました。平成 15 年当時、私は松戸

ので、そういったものだと、思って頂きたいなと思いま

警察署にいまして、非常にその当時から松戸と柏という

す。中には無施錠の方も非常に多いので、基本的なとこ

のは非常に犯罪が多いなと、かなり千葉県警の警察官の

ろから防犯に気をつけて頂きたいなと思います。

負担が多いという現状がありまして、それから推移して

こちらで今話しました犯罪の関係なんですけども、

いきまして、次が平成 23 年、平成 24 年。このあたり

自転車盗 638 件と非常に多いですが、今年はマイナス

で私は一度柏警察署で勤務させて頂きました。その時は

250 件と、かなり大幅に減少しております。先程もちょっ

係長でですね。それから更に年数が来まして 29 年、２

と話しさせて頂いたんですが、警察だけではなくて、色々

回めの柏警察署勤務と、いうような所でですね、これを

な行政ですとか、大型のショッピングセンターがそれぞ

見ますと警察官の負担というのがかなり軽減されてるの

れ駐輪場対策をして頂いたといったところもあります

ではないのかな、とお思いになる方もいらっしゃると思

し、ただそれでも依然として多いというのはですね、非

うんですが、またそれとは別にですね、皆さんご存知の

常にこの自宅もしくはアパートですね、アパートが非常

に多いんですね。こればっかりはやはりきちんと鍵をか

です。そのカードを持って無人の ATM ですとかコンビ

けて頂くとか、そういった所の呼びかけ等を日々実施し

ニの ATM でお金を引き落とされていると、それが昨年、

ているところであります。

さらにその前からかなり増えてきている、という所であ

それから、これはあまりいい数字じゃないんですが、 ります。
この万引きというのが実は昨年に引き続いて、今年も

こちら被害に遭われてる方の男女別、さらには年齢別

増えていると、やはりどうしてもその駅前のいろんな店

となります。見てわかる通り、女性の方、それから 70

舗、コンビニから非常に被害が増えるという所がありま

代の方。要は昼間に電話に出る確率の高い方と言うのが

して、警察もできるだけそ店舗付近でも警戒を実施して

引っかかってしまうと。そういった所で電話で詐欺とい

いるところでありまして、これについては来年に対する

うのところで、電話に出てしまうという所が被害の入り

課題というところですね、取り組んでいきたいと思いま

口で、多くなっているのかなと、言われます。

す。

こちら主な手口となります。恐らくもう存知の方いる

それでは一つ、電話で詐欺、振り込め詐欺の話をしたい

と思いますが、この画面では二つだけ説明します。まず

と思います。これはいろんな手口がある、いろんな被害

このオレオレ詐欺でですね、よくバックを忘れたとか、

があるっていうのご存知かと思うんですが、それでも

会社の書類をなくしたという話があるんですが、今年下

引っかかってしまう、それだけ非常に巧妙であります。 半期はまた違った話もありまして、今病院にいますと、
実は今週被害にあった、ある高齢の女性、あまり詳しは

実は女性に大怪我をさせてしまって、治療費慰謝料とか

言えませんが、その方も約 100 万円ぐらい犯人に渡し

が必要なんだよと、困ってるから少しお金出してくれな

てしまったのですが、こういった手口があるの知ってい

いか、そんな話がありましたと、そんなことがありまし

ましたと、柏署の方で広報していたので、こんな手口、 た。それからですね、あのここに来て非常に多かったの
詐欺なんだろうなと後々気づいたという事でですね、決

が、赤く表示してあります法務省騙りのハガキですとか、

して知らないわけではないんですが、やはり一度電話に

封書、これが非常に、以前出回ってはいたんですが、非

出て親族が困っていると言うと引っかかってしまうと。 常にその柏市内多く出回りまして、柏署のみならず柏市
そこではむしろなかなか誰かに確認という事がですね、 ですとか、消費者センター、いろんなところにご相談が
なかなかやっぱりなされない方が被害に遭ってしまう

上がりまして、そういった所で金融機関等協力頂いて注

と、全く何も知らずに今引っかかっているというのはあ

意喚起等させて頂いた所であります。手口について最後、

まりないようです。これが今の現状となります。昨年か

こちらがキャッシュカード手交型となります。実際あっ

ら良くなったようなところで、今このような数字になっ

た事例です。柏署管内では大型商業施設ってあるんです

ておりますけども、実は昨日現在、昨年とほぼほぼ同じ

けども、実際騙られたのはヤマダ電機ですとか、東武デ

ぐらいの件数被害がありまして、あまり改善されたと

パート、ヤマダ電機ですが、「東武デパートですが」っ

は言い難いような状況になります。柏署で約 1 億 3000

て電話がありました。これ実際被害に遭った例です。今

万円という被害です。

あなたのカードを使って買い物しているお客さんがいま

こちらが行政別の被害の件数となります。船橋、千葉、 すと、警察に連絡したのでこれから警察が連絡あります
市川、松戸、柏、というようなところでやはり東京から

ので対応してください。いうような所で続いて警察官か

足場の良い所、それなりに人口の多いところ、そういっ

ら連絡があります。で、ご覧の通りに書いてあります。

たところが被害に遭っている。ただこれは警察署の話な

こちらもですね柏警察署のみならず、船橋署ですとか、

のですが、実は柏市以外の市は、下に書いてありますけ

千葉中央警察署ですとか、これから行きますと、いわゆ

ども複数の署で、その市の治安を担っている、というと

るここでですね、よく知らない人にはってみなさん言う

ころがありますが、柏の場合は柏署一署で担っていると、 と思うんですけども、被害者にとっても知らない人では
いような所で、幸いにしてかなり柏市の方、それから関

なくて、知らない人が警察官になってしまってると、要

係機関の方、金融機関を含めて、いろんな協力がありま

はは信用を置ける人だと思ってしまってると。これが銀

して、このような現状に至ってるのかなと感じておりま

行バージョンもあります。一番上の方で、警察に連絡し

す。

たのではなくて銀行に連絡したのでと、下の方が何々銀

こちら後ほど詳しく説明したいと思いますのでさらっと

行です。何々銀行協会ですと、その時点で知らない人が

行きます。どんな手口で引っかかってるのかと申します

銀行協会の方だと、いうように変わってしまうと、いう

と、赤い所見て下さい。これがいわゆるキャッシュカー

ような事になります。銀行にしろ警察にしろ、お宅に直

ド手交型というところで、銀行のキャッシュカードを渡

接伺って、お金やカードは絶対に受け取りませんから、

して、さらに暗証番号を教えてしまうというような手口

いう広報はやってはいるんですが、またそれを知っては

いても、どうしても引っかかってしまうと、いうのが今

つ問題がありまして、この対策というのが実は聞いた所

柏で最も多いというようなところで、警察、銀行がカー

によると、県警では約１５年に渡って対策をやっている

ドを家に取りに来る事は絶対に無いという事を是非ご承

と、しかし被害が増えているというのは、正直、今のや

知おき頂きたいと思いますし、そういったお話をして頂

り方では無理なんじゃないかなと、根本的に恐らく対策

きたいなと思います。

を考えないといけないのかなと、いうような所で、今電

そういった中で、今年初めからパトカーで色々な広報

話機対策だとか色々あります。そういった所で、ぜひ固

をやって来ました。
今の手口をいろんなところで流して、 定電話をお持ちの方は、ぜひご高齢の方には留守番電話
ショッピングセンターの色んな手口についての説明をさ

にして下さいというお願いを地域のお巡さんが巡回連絡

せて頂いたところであります。そんな中で防犯ソングと

の時にしております。必要であればメッセージ入ってま

いうのを作りました。これもどっかで鳴らせればな、も

すし、またかかってきますと、それ以外の電話には極力

しくは動画を使って、少しでも印象付けられればな、と

出ないで頂きたいなと、いうような所で今、柏市内一軒

いうところで、何度も見て頂いている方もいらっしゃる

一軒巡回連絡でやっておりまして、これもまた来年も引

と思うんですけれども、今日は作った方を紹介をしたい

き続きやっていきたいなと、言うなところであります。

と思います。

以上犯罪情勢と電話で詐欺の関係となります。私の話

こちら何名が警察官がありますが、この喜多原巡査っ

は以上となりますが、まもなく年末、それから年始とい

て、この３文字てきたはらって読むんですが、この方が

うようなところで、柏警察署、特に生活安全課では、こ

実は元劇団四季の団員で、その後ディズニーランドです

ういったところで、引き続き来年も頑張っていきたいな

とか、USJ ですか、そういうことでパフォーマーをやっ

と、当然犯罪抑止いうのはご覧の通り当たり前の話なん

たりと、この方の奥さんも音楽関係者というところで、 ですけども、実は今日夜、客引きパトロールといったと
この方に作詞作曲をお願いしまして、歌が出来上がりま

ころで、関係機関の方と色々合同でかなりの大規模でや

した。その隣に吉原知之というのがいるんですけど、こ

るんですけども、実はこの繁華街歓楽街対策というのが、

の方が実はかなりの動画編集マニアで、自分の子供の成

かなり重要でありますと、なぜ重要かって言うような所

長を日々動画で作ってるような方で、そういった二人が

なんですけども、これは先般本部で会議があったんです

いて、この合言葉かしわという作品ができまして、正直

が、いわゆる 2020 年のオリンピック、パラリンピック

お願いしておきながらすごい素晴らしいのができたなと

に向けて、日本を訪れる多くのお客さんがいる中で、こ

いうの所で、報道発表して頂いて、報道陣の前で歌を披

ういった大規模都市には多くのお客様が来ると、そう

露して頂いた様子というのがこちらになります。

いった時に街の状況はどうなのかな、というような所で、

♪柏警察署からのお知らせです。

少しでも善良な環境を保持して行こう。もしそうでなけ

♪柏警察署は合言葉が「か・し・わ」をキャッチフレー

れば改善していこう、という取り組みを今本格的に県警

ズに電話で詐欺撲滅に取り組んでいます。
♪合言葉はかしわ。息子を名乗る電話がきたら思い出し
て簡単に信じない渡さない。
♪合言葉はかしわ。お金の話を電話でしたら思い出して
簡単に信じない渡さない。
♪合言葉はかしわ。訴訟に関するハガキが来たら思い出
して簡単に信じない渡さない。
♪合言葉はかしわ。お金が絡んだメールが来たら思い出
して簡単に信じない渡さない。
♪合言葉はかしわ。知らない人が訪ねて来たら思い出し

を上げてやっている所であります。恥ずかしながらの柏
駅の周辺の対策は、どちらかと言うと市民の方、役所の
方主導で進んでいるのかな、というのが正直私の感想で
す。そういった所で警察も、今年少し加わらせて頂きま
したけど、来年以降、積極的にこの立入検査とか、多く
やりまして実態を把握して、この絵に書いてありますけ
ども、善良な風俗環境の保持と、いうのを一つ大きな課
題に挙げて取り組んで行きたいと思います。そういった
所で、駅にまた多くの警察官が出ていることもあろうか
と思います。是非声をかけて頂ければ励みになると思い

て簡単に信じない渡さない。

ますので、よろしくお願いしたいと思います。私の話は

この画像をもちまして、いろんなところで今流して頂

以上になります。ありがとうございました。

いてます。駅前の金融機関にもお願いしています。それ
からの柏の駅にもお願いしております。それからラジオ
で流して頂きまして、NHK ラジオ昼どき情報ラジオで
も流させて頂きました。こういった所で、この振り込め
詐欺、電話で詐欺につきましては、引き続き継続して広
報をしていきたいなと、いうような所なんですが、ひと

未来を担う子供たちに靴下のプレゼント
１２月１２日より２２日にかけて、市内 6 カ所と近
隣 1 ヵ所の「こども食堂」を訪問し、食事に来た子供
達一人ひとりに靴下３足セットをプレゼントしました。
靴下セットは４つのサイズに男女別のデザインで計８種
類を用意し、柏西ロ―タリ－クラブの熨斗と、裏面には
小林大時会員作の「じぶん

おうえんだん」の詩を付け、

透明袋に入れました。靴下は下着と同様に服飾としては
後回しになる様で、プレゼントをもらった子供たちは、
とても喜んでもらう事ができました。また、虐待や育児
放棄によって一時保護をされている子供達に、児童相談
所を通じて各サイズ合計５０セットを寄付しました。
（先週の会報にも掲載）

社会奉仕委員会

宇田川博司

委員長

これからの例会予定
月日
曜日 例会
1 月 11 日
金 通常
1 月 18 日
金 通常
1 月 25 日
金 通常
2月1日
2月8日

金 通常
金 通常

卓話者・他内容
第 5 回クラブ協議会
秋山浩保柏市長
石島宏様（ザ・クレストホテル
柏総料理長）
前田徹会員
RYLA セミナー参加者

寄付金達成率（１２末現在）
目標額
R 財団寄付

ＭＰＨＦ７回目

塚本

英夫

会員

R 財団・基金

達成額 達成率 個人目標

1,116,000 608,100

R 財団・ポリオ
		

１月ＲＲ =112 円
54.5%

$150

223,200 655,488 293.7%

$30

（内募金箱

110,948）

米山記念奨学会 400,000 706,000 176.5%

10,000

出席報告
会員数

６８名

欠席者

１９名

江波戸、長田、影山、ゲイビ、後藤、小林
正直、小林直人、小林太時、志村、東海林、
杉山、住吉、中嶋、前田、松本隆一郎、水留、

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ パートナー誕生日：馬場

柳、山田、助川

会員

出席率

★ (^^ ♪
川和会員

次回の例会は

ちょっと良い事と悪い事がありました

1 月 11 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野

肇・住田

みゆき・竹澤

72.06％

ゲスト

孫娘が大学に合格しました

中村佳弘会員

会員

雅彦

勝田秀一（柏ＲＣ）

様

欠席報告は、水曜日の正午まで

※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」まで

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

柏西ロータリークラブ2018～2019年度

※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460)
クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

持回り理事会

資料

2018年 12月21日
開催 日時
会 長
髙 田
ザ・クレストホテル柏
開催 場所
幹 事
齋 藤
議
題
概
要
理
事 出欠
髙田住男
○
秋元慶一
○ ①新入会員候補者の件
❏花島伸幸様 (1972年11月12日生れ 46歳）
岡島昭信
○
事業所/役職；ワタベ装工(株)/代表取締役
金子 正
○
柏市増尾2-11-7
金本元章
○
職業分類；塗装業
小林太時
○
推薦者；助川昌弘・寺田康雄会員 承認
嶋田英明
○
増谷信一
○ ②職業分類追加の件
部類；建設業
松本ユミ
○
分類；塗装業
承認
水野晋治
×
安田勝紀
○
●次回理事会 2019年 1月11日(金)【例会終了後】
柳肇
×
齋藤敏文
○

住
敏

男
文

