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髙橋 五男

皆さん、こんにちは。
これから年末に向けて、いよいよ忘年会シリ
ーズに入っていきます。世の中あわただしく成
って行きます。今日は振込み詐欺を含めた、特
殊詐欺について話して行きます。
電話などの通信手段を使って、対面すること
なく不特定多数の人から金品をだまし取る詐
欺の総称。
「オレオレ詐欺」
「架空請求詐欺」
「融
資保障金詐欺」
「還付金等詐欺」などといった、
架空または他人名義の口座に現金を振り込ま
せる「振込め詐欺」をはじめ、ギャンブル必勝
法の提供や異性との交際斡旋、金融商品取引な
どを名目として現金をだまし取る詐欺など、さ
まざまな手口がある。特殊詐欺が問題となった
当初に多かったのは、親族であるかのように装
って多額の振込みを求める「オレオレ詐欺」で、
おもに高齢者がねらわれた。
その後、アダルトサイトの登録料・退会料な
ど、架空の事実に基づいた支払請求で現金をだ
まし取る「架空請求詐欺」や税金の還付のため

と騙(かた)って被害者を ATM の前に誘導し、
携帯電話で ATM の操作を教える振りをしなが
ら犯人の口座に送金させ、現金をだまし取る
「還付金等詐欺」など、次々と新しい詐欺手法
が発覚している。「振込み詐欺」については、
直接現金を受け取りにくるという手口が増加
したことに伴い、警察庁が実態に沿った新名称
を公募、2013 年 5 月に「母さん助けて詐欺」
が選ばれた。今年の上半期の特殊詐欺全体の認
知件数は前年に比べて約 5 割増加し、被害総額
は約 7 割増加しました。特に、オレオレ詐欺、
架空請求詐欺、還付金等詐欺は増加していま
す。今年 1 月から 6 月までの被害総額は、振
込め詐欺約 109 億円、それ以外の特殊詐欺
103 億円を合わせて約 212 億円となっていま
す。KKB ニューススティーション(11 月 19
日)のなかで「女性の突然キス」泥酔できづかず
大金奪われる。お酒を飲む機会の増えるこれか
らの季節に御用です。東京、上野周辺の繁華街
では泥酔させられ、高額の料金を請求されるな
どのケースが相次いでいます。
皆さん、「オレオレ詐欺」には充分気をつけ
ましょう。(子供の名前を呼ぶのに注意しましょ
う。) 「オレオレ詐欺」の手口。息子や孫を装
い、(風邪を引いたから声が変なんだ。) (電話
番号が変わったので、登録しておいて)。最後に、
私の若いころ「信じるものはすくわれる」
。テ
レビ番組がありました。愛のキューピット、フ
ィーリングカップ 5 対 5、赤い糸がどなたと繋
がっているかな。懐かしい、青春の一ページで
したが。 今は、信じ過ぎるとだまされまっせ。
気をつけなはれやー。
「なにわ楽笑」
。
会長の時間でした。

□幹事報告

外山 俊明

○大迫ガバナー事務所…
＊クラブ研修リーダーの為の地区研修会の
ご案内
12/15（日） 13:00～16:00 メイン
＊日本・台湾ロータリー親善会議ご案内
2014 1/26 台湾（台北）円山大飯店
○都城商工会議所…地元本格焼酎による乾杯の
奨励についてお願い
○東日観光（株）… 2014 国際ロータリー
年次大会（シドニー大会）ご案内
○都城市人権啓発推進協議会…平成２５年度
都城市人権啓発推進大会の開催について
12/7（土）13:30～15:30 都城市中央公民館
□クラブ報告
○11/20（水）１２月定例理事会
11:30～ 中山荘
○例会場所変更 平成２５年１１月２７日（水）
１２：３０～
しゃくなげの森

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有
届出無

47 名
6名
31 名
73.80％
11/6
80.95％
11/13
78.57%
河野 高辺 山下 大峯 上田
中原 藤岡
柳 甲斐 鳥集 中村（静）

□本日のプログラム
国際奉仕担当

井福 博文 委員長卓話
別紙に掲載しております。

□ＳAA 報告

鎌田 博文

◎ロータリー財団◎
外山 俊明･･･ロータリー財団
◎40 周年準備金◎
平川 靖三･･･中村七郎会員にしゃくなげの森の下見
に行っていただきました。約 40 分
途中道路工事ありです。
小坂泰一郎･･･井福区小佐井委員長 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ研修に
参加していただきありがとうござい
ました。やみつきになりそうでしょ。

◎今後のプログラム
１１／２７
職場訪問（しゃくなげの森）
１２／４
インターアクト 担当
１２／１１
上期事業報告
１２／１８
年次総会
１２／２５
年末家族会

ＭＵ有会員
なし
ＭＵ無会員
11/6
要ＭＵ会員
11/13

藤岡
船木
長友
山下

11/20
山下
前田
中原
福本

□委員会報告
★ 職業奉仕
平川 靖三 委員長

福本 中村（七）
柳 盛田
中山 小坂 盛田
柳 甲斐

0

計
185,600

2,635

44,735

10,000

209,200

米山奨学会

0

140,000

教育振興基金

0

108,000

2,000

18,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
ﾛｰﾀﾘｰ 財団

40 周年準備金

雑誌会報・インターネット・広報委員会
『職場訪問例会の案内』

吉田
努 ・ 盛田 祐一
藤岡 成学 ・ 中原八重子
ロータリー事務局

制作

□本日のプログラム

国際奉仕

井福 博文 委員長 卓話

『第 2730 地区ＩＡ韓国交流』 報告

RI3660 地区(韓国釜山)と当地区との
インターアクトの国際親善交流会が 11
月 15 日（金）から 18 日（月）までの
3 泊 4 日の日程で韓国釜山にて開催さ
れました。参加者はＩＡ生が川内商工
高校から 3 名、
宮崎学園高校から 3 名、
鵬翔高校から 4 名、宮崎日大高校から 5 名、日南学園高校から 5 名のＩＡ生 20 名と宮崎学園
高校・日南学園高校・宮崎日大高校の各学校からＩＡ部顧問の教諭が各 1 名ずつの３名、ロー
タリーから川畑幸則(川内 RC)地区ＩＡ委員長、大隈栄子(宮崎南 RC)副委員長、栗山法弘・片
地昭次(宮崎北 RC)、そして都城地区 RC 代表として（？）)私し井福博文、の各ロータリアン
5 名、合計 28 名で行って参りました。鹿児島県からは電車で博多港へ、宮崎県側は日南を５
時発の貸切バスで宮崎・都城経由で博多港へと向かいました。釜山に夕刻に着き迎えのバスで
交流会場へと向かいました。式典と交流会が行われた後、ＩＡ生はそれぞれのホームステイ先
の家族へ引き渡されました。引率の教諭とロータリアンの 8 名は近くのビジネスホテルに宿泊
いたしました。

2 日目の午前中、龍頭山公園の釜山タワーに行
き、その後、釜山中心地の国際市場近くを韓国
のＩＡ生 1 名に対し日本のＩＡ生 4 名で１グル
ープを作り、各グループで視察・買い物体験等
の研修を行いました。昼食はチャガルチ市場
（魚市場）で、ちぢみと石焼ビビンバを食べ、
韓国伝統の料理文化を体験いたしました。午後
はバスで北へ 1 時間くらい移動して忠烈祠に連れていかれました。そこで「国際 ROTARY
2730 地区 INTERACT 生一同」と書かれた花輪を献花させられました。その後養護施設を慰
問して、日本のＩＡ生が「世界に一つだけの花」の歌を歌うなどして 1 時間程度交流を行いま
した。中心地へと帰り、夕方にはＩＡ生はホームステイ先へと帰りました。
3 日目の午前はバスで 1 時間近く離れた釜山群の青少年研修センターみたいな所に行って韓
国の礼儀作法の簡単な講義を受けて民族衣装
の体験と勾玉造りを実習体験いたしました。
午後は市内へ帰り釜山市立博物館を見学して、
無事（？）韓国内におけるスケジュールを終
了いたしました。
博多からの帰りのバスの中でＩＡ高校生の
感想を一人一人発表してもらいました、ほと
んどの生徒は外国が初めてで、またホームス
テイという今しか経験できない体験をしたことに対して感激しているようでした。中には涙を
ながしながら感想を発表した生徒もいました。このような体験・経験をさせていただいたロー
ターそして地区で支えているロータリアン個々に感謝をしていたことを報告して、私の報告と
いたします。

