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■ 会 長 報 告        大塚 博巳君 

先週の例会で

3 月度理事会報

告がありました。

その中で「会員候

補者として山田

賀昭さん」が推薦

されています。山

田さんはクラブ細則（第 13 条 5 節）に則り「入

会承認」となります。 

次週の例会にて入会式を行います。皆さんには温

かく迎えて頂く様よろしくお願いいたします。 

3月 16日（日）には 2014～2015年度の会長エ

レクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）が開催されます。

いよいよ池ノ谷会長予定者、鈴木幹事予定者年度

が始まります。新たな事業計画等策定していくこ

とになります。会員の皆さんには引き続いてのご

支援、ご協力をお願いする次第でございます。 

さて、昨日 3 月 11 日は「東日本大震災から 3

年」を経過しました。メディアのほとんどが特集

番組を組んでいました。安倍首相も、会見で「こ

れからはハード面でなく、心の復興に力を入れる。

ふるさとを取り戻す」と言っていました。 

「復興」に向けての最中ではありますが、まだ避

難・転居者が 26 万名余いるとの状況を聞きます

と、早く“元に近い生活”に戻れるよう復興を願

います。 

今、社会問題になっている「特殊詐欺」につい

てお話させていただきます。 

警察庁は、振り込め詐欺など「特殊詐欺」の 2013

年の被害を公表（2/6）しました。 

①認知件数 11,998 件（前年 8693 件 対比 

3,305件増 38.0％増） 

 既遂件数 11,154 件（前年 8132 件 対比 

3,022件増 37.2％増） 

②被害総額 486 億 9325 万円（前年 364 億

3612 万円  対比 122 億 5713 万円増 

33.6％増） 

 一件当たりの被害金額 437万円 

③詐欺の種類別 

振り込め詐欺は一番多く 

認知件数 9,223 件（前年 6348 件 対比 

2,875件増 45.3％増） 

 既遂件数 8,486 件（前年 5902 件 対比 

2,584件増 43.8％増） 

 被害総額 259億 996万円（前年 160億 4110

万円 対比 98 億 6886 万円増 61.5％増） 

 一件当たり被害金額 305万円 

 ※おれおれ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金

詐欺、還付金等詐欺が続いている。 

④類型別 

 金融商品などの取引を称した詐欺（67.3％）、

ギャンブル必勝法の情報提供（宝くじ等）を

称した詐欺と続く。 

⑤年齢別 

 被害者の年齢は、60代、70代以上の高齢者

が多くを占め、特に 70 代以上の女性は

48.2％を占めた。（男性は 16.7％） 

⑥被害地域は、従来の東京中心の南関東地方

一極集中から、大阪をはじめとする都市群、

西日本にも拡散しつつある。 

 また、騙し取り手段では、現金手渡しが

42.7％まで増加している。 

静岡県内では 2013年が過去最悪となりました。 

 ①被害総額（暫定値）は 12億 7400万円（前年  

  8億700万円 対比 4億6700万円増 57.9％増） 

 ②被害者の７割超は 65歳以上の高齢者 

  「まさか被害に遭うことはない」との思い込  

  みが被害を拡大している。 

 ③対策 

  県警と県内金融機関は 2013 年 12 月、全国
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に先駆けて「預手プラン」を導入した。 

※預手プランとは：75歳以上 300万円以上

の現金引き出しを原則禁止し、金融機関

が預金小切手の活用を進めておいて時間

をかせぎ、その間に警察に連絡する。 

 ④被害を食い止めた総額は 5,900 万円、通報

も 200件を超える。 

  実際に詐欺目的かどうかは不明ながら、警

察官の金融機関での声掛けで、出金を取り

やめた 28人分の累計金額は 1億 6千万円に

達している。 

被害に遭わないよう“詐欺被害防止の声掛け

“・・・「お金に絡む電話は注意！」を、知人に

もして頂きたいと思います。 

以上、会長報告といたします。 

■ 幹 事 報 告          森下 敏顯君 

・ザ・ロータリアン誌３月号が届いております。 

・社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会より 

 広報紙が届いております。 

■ 出 席 報 告           久島 正史君 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○河井君 ○小林君 ○櫻井君 

○島村君 ○杉山君 ○鈴木透君 ○大長君 

江﨑晴君 大杉君 落合君 鈴木舜君 

仲田晃君 松葉隆君 

(２)メークアップ者  

松田 真彦君（榛南） 

■ スマイル B O X        久島 正史君 

・61才になったんですネ。びっくりしました。    

久島正史君 

スマイル累計額  １３２，０００円 

■ ロータリーの友紹介     小西 啓一君 

【3月号】 

3月のテーマ  識字率向上月間 

3月 10日～16日 世界ローターアクト週間 

RⅠ指定記事 

3頁  

    世界の子供に識字力を与える 

18-25頁 

2014-2015年度Ｒ1会長 

  ＧＡＲＹ。Ｃ、Ｋ。ＨＵＡＮＧ 

38頁 

  管理委員長の思い 

《横組み》  

7-12頁 

ローターアクトについて 

13-14頁 

  識字率向上について 

15-17頁 

  東日本大震災 

26-29頁 

  Ｒ1国際大会について 

31頁 

  ブラッドリィソースセンターについて 

《縦組み》 

4-8頁 

講演 はやぶさ 川口淳一郎 

1.前例がないからやる 

2.選択肢は 3つ挙げる 

3.プロジェクトは現状が大切 

4.やり方をまなぶのではなく 

やることを考える 

5.製造の国から創造の国へ 

9-12頁 

福島県 いわき市 鹿島ＲＣ 

18頁 

  心に響く話し方 

お勧め 縦組み はやぶさの講演 

          心に響く話し方 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

土屋 富士子君 

 

 

 

 

卓話を仰せつかり私のような何でも中途半端な

ものが何を 30 分もの時間お話をすればいいの

か？本当になにもなく、でも、お話をしなけれ

ば？初めてなので、自己紹介でも何でも？それ

が何もない！どうしよう？あまり仕事をしたこ

とがないのですが、41 歳の時突然主人に先立た

れ 1 年間は上智大学の心理学の聴講生となり 1 年

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

27／41 65.85％ 31／41 75.61％ 
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間東京まで通いました。何かのきっかけで外国人

に日本語を教えることになり、相談などにもの

り、簡単な動機で派遣会社を始めました。周りか

らは何も世間のことをしらないのに会社を始め

るなんて、と猛反対でした。3 年もてばいいけ

ど？あきれられながらはじめました。儲けはあ

まり考えず、ケァーのできる会社に！安易でし

た。人間を扱うのは大変なことでして 98％外国

人を扱い文化、習慣などなど理解ができないこ

とばかり！仕事、給料明細など説明をいたしま

しても理解ができない方もおりました。 

ただ、恥ずかしいのですが世間一般のことをあ

まりわからないまま年だけとってしまい、社会

にでたことで何でも新鮮であっという間に 17年

間過ぎピリオドを打ちました。 

周りはホッとしたようです。 

17 年間の間にとてもいい経験をさせて戴き男性

とは「大変な社会で生きているのだなぁ」と考え

させられました。主人をもっと大切にすれば良

かったと思いましたが…悪いことをしてしまい

ました。 

派遣会社を初めてすぐに、外国人雇用というこ

とで言葉の壁が生まれ、40 歳代になってから必

死にスペイン語、ポルトガル語を（通訳を雇いま

すと通訳人によってニュアンスが違うことと、

通訳料が高いという理由で）覚えました。スペイ

ン語の方が発音がきれいに聞こえ、より勉学に

励んだようです。 

それが今では、旅行、ボランティア、アルバイト

に役に立っています。 

語学は楽しいです。 

派遣会社を辞めましたら飛行機のラウンドチケ

ットを買い世界中を旅行し、一番合う国に 5 年

間留学をする夢がありました。まだ、諦めていな

いのですがかなうことを祈っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／菅原君） 


