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【開会点鍾】 

赤 木 建 治 会長 

 

 

 

【ロータリーソング】 

 ソングリーダー： 

角田桂司 会員 

  『我等の生業』 

  

    

 

 

【お客様紹介】赤 木  建 治 会長 

 石尾 典久  様 東京立川ＲＣ 

宮崎陽一郎 様 東京三鷹ＲＣ 

海老澤 武 様 東京三鷹ＲＣ 

小金井警察署 

 生活安全課 防犯係 

統括係長 吉 田  弘  様 

担当係長 赤 沼  光 様 

 

 

 

【会長の時間】  

  赤 木 建 治 会長 

 

皆さん、こんにちは。当クラブが協賛する１６日の

第１０回水ロケット製作と発射体験会、沢山の会員

の皆様方の参加誠に有難うございました。前日まで

は雨が心配されましたが、予報に反し、当日は３０

度をこす暑さ、例年通りのチビッコの参加者に加え

ジェイコムや中央大学の取材も入り 大盛況のもと

無時終了しました事を 皆様にご報告させて頂きま

す。その模様は２０日夕刻に 放映されました。 

さて先週９月１２日の例会の後、第７回グループ

協議会が 立川グランドホテルで開催されました。

来月１０月は米山月刊です。地区委員会より、米山

記念奨学委員会 東京世田谷南ロータリークラブ

所属の萩原委員長が出席され 寄付の依頼がありま

した。今年度、米山奨学会 地区寄付目標は総額１

億円だそうです。２７５０地区会員数４８６３人で

割りますと、一人あたり平均２万円をお願いしたい

との事です。この、米山記念奨学会の寄付は クラ

ブ普通 寄付金と個人・法人・クラブ特別寄付の二

通りがあります。当クラブでは、クラブ普通、寄付

は会費より、年間４０００円を定期寄附しておりま

す。昨年度までの累計総額は ５４０万円になりま

す。個人特別 寄付は毎年、米山記念奨学委員長よ

り、一人一万円をお願いしている分が、特別寄付に

なります。昨年小林年度は総額２０万円を寄付し、

累計１３６６万円になりました。この米山記念奨学

会の寄付状況は事業計画書に 記載されています。

自分がいくら特別寄付しているか、確認ください。

昨年までで個人特別寄付金 総額が現在８万円とか、 

９万円の方が、６名いらっしゃいます。その方が、

今年度１万円又は２万円寄付されますと、個人特別

寄付金が１０万円に達し、第一回米山功労賞として、

青色の感謝状が 送られてきます。その後１０万円

に達するごとに、米山功労者マルチプルになり 銅

や銀の感謝状になり、１００万円を越しますと、米

山功労者メジャードナーになり、金色の感謝状とク

リスタルの盾が、送られるそうです。ちなみに、昨

年度全国の個人特別寄付金 一人平均額は１７，７

７９円、２７５０地区は平均２３，９９６円、全国

５番目です。一番は愛知県の ４４，３９９円だそ

うです。１０月に入りましたら、三枝米山奨学委員

長が、寄付のお願いを致しますので、皆様宜しくお

願い致します。 

三枝委員長、宜しくお願い致します。 



次に地域社会奉仕委員会の活動について、赤坂ロ

ータリー所属の大日方委員長の 地域社会奉仕の活

動について説明がありました。ところで、当クラブ

の、地域社会奉仕活動ですが、この１４日国分寺ま

つりの説明会が 開催され櫻井親睦活動委員長及び

事務局が 出席されました。今年度は武蔵国分寺ロ

ータリークラブ・国分寺恋ヶ窪郵便局・歴史を愛す

る会・老人介護食 いただきます の会の 4ブースで

出展します。 

今年の国分寺まつりは、従来の出展内容に ひと工

夫をし、地域社会奉仕委員会に 中心となって頂き、

武蔵国分寺ロータリークラブの活動をパネルなど

で展示しロータリー財団委員会にポリオ撲滅活動

の PR をお願いし、一般市民の方にポリオ撲滅の募

金活動も行いたいと思います。毎年恒例の焼餅の販

売は 通常どおり行います。準備・設営は従来通り、

親睦委員会及び 会場監督委員会にてお願いします。

今回の国分寺まつりにも 地域ケーブル局に声掛け

し、地元社会奉仕活動を 取材して頂けるようお願

いする予定です。 

本日は三鷹ロータリークラブより次年度５０周年

を迎えるに当たり、周年前の催しとして今年度パイ

プオルガンコンサートを催されるとのことでその

ご案内に来訪されましたので、ご案内を頂きます。 

５０周年実行委員長 宮崎陽一郎様 実行委員 

海老澤 武様、ご登壇下さい。 

以上会長の時間を終わります。 

 

 

【お客様からのお話】 

 

 

 宮崎陽一郎東京三鷹ＲＣ50周年実行委員長 

 昨年度は多大なご協力をいただき有難うござい

ました。 

本日は、東京三鷹ＲＣ50周年記念事業のＰＲに参

りました。このパイプオルガンコンサートは、Ｒ財

団 100周年、ポリオ撲滅チャリティーも兼ねており

ます。パイプオルガンコンサート、1万円、3000円

を個人名でポリオプラスへ寄附いたします。 

京王プラザで創立 50 周年記念事業も予定しており

ます。詳細は別途ご案内させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

【幹事報告】 

 

松 田  博 幹事 

 

9月 12日 多摩中Ｇガナバー補佐 国立白うめＲ 

      Ｃ訪問 

9月 12日 第 5回クラブ細則及び運営規定改訂ＰＪ 

     会議 

9月 12日 第 7回多摩中Ｇ協議会 

9月 13日 多摩中Ｇガバナー補佐三鷹ＲＣ訪問 

9月 13日 25周年記念例会ＰＪ委員会 

9月 14日 多摩中Ｇガバナー補佐国立ＲＣ訪問 

9月 14日 国分寺まつり出店者説明会 

9月 14日 地区会員増強セミナー 

9月 14日 出席委員会炉辺会議 

9月 15日  多摩中Ｇガバナー補佐小金井ＲＣ訪問 

9月 16日  多摩中Ｇガバナー補佐 立川ＲＣ訪問 

9月 17日 水ロケット発射体験会 

9月 20日 新入会員歓迎会 

9月 21日 多摩中Ｇガバナー補佐 昭島中央ＲＣ 

           訪問 

9月 23日 多摩中Ｇ クラブ内ＩＭ実行委員会 

9月 25日 地区青少年交換オリエンテーション及    

      び委員会 

 

 

 

【委員会報告】 

 ★出席委員会／出席報告 

    小 川 義 幸 副委員 

  会員数 ４１名 免除 ５名  

有効会員数    ３６名 

  出席者      ２７名 

  メークアップ済  ４名 

       計  ３１名 出席率８６％ 

  前々回（９月５日）の訂正８３→９４％ 

 

 

★親睦委員会  

本 多 幸 雄 委員 

 

 親睦旅行 16日、17日の参加費 3万円を次回例会

の際にご準備お願いいたします。 

 

 



★会則運営規定改定 

   プロジェクト委員会 

 

 田 中 良 人 副委員長 

 

 25周年記念のついた特別委員会です。今までに 5

回開催しております。本日第 6回は慶弔規定まで進

められればと思います。時間のある方はよろしくお

願いします。 

 

★Ｒ財団員会 

瀬 野 ち ど り 委員長 

 

Ｒ財団 100周年を迎えるにあたって、2650ドルの

ポリオ寄付目標があります。 

今回、赤木会長ポリオプラス、ベネファクター寄

附、鈴木Ｇ補佐 （株）ゼルコバからポリオプラス、

補佐個人からポールハリスフェロー1000ドル。井口

委員からポリオプラス 50ドル。 

年次寄附 12 月に 150 ドルの寄付をお願いいしま

すのでよろしくお願いいたします。 

寄附は随時受け付けております。金額を問わず、

お願いします。100円でも 2000円でもよろしくお願

いいたします。 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会 

横 道 哲 夫 委員 

 

○東京 50 周年実行委員長 

会長エレクト 海 老 澤 様 

 本日は 50 周年記念コンサートの PR にやってまい

りました。皆様のご協力よろしくお願い致します。 

○赤 木 建 治 会長・松 田 博 幹事 

 小金井警察署、生活安全課防犯係、吉田統括係長

様・赤沼光（アカヌマヒカル）様、本日は宜しく

お願い致します。 

○鈴 木 義 明 会員 

  宮崎パストガバナー補佐、海老澤会長エレクト、

ようこそお越し下さいました。50周年記念が成功

いたしますように。 

○廣 瀬 可 世 子 会員、角 田 桂 司 会員 

 小金井警察署生活安全課防犯係、吉田統括係長様、

本日は宜しくお願い致します。 

 

○櫻 井 健 生 会員 

  本日は、小金井警察署・吉田係長の卓話、楽し

みにしております。 

○伊 藤 文 昭 会員 

 先日の矢野様に新人歓迎会に遅れて済みません

でした。同じ出席員なので、出席 100％目指して

下さい。 

後、嫁が小柳さんの発案で、無事に、商工会の女

子部入会です。廣瀬さんと中村さんに感謝してニ

コニコします。 

○村 谷 晃 司 会員 

 水ロケット大会が盛況でニコニコいたします。 

 

【卓話】 

 

プログラム委員会 

尾 崎 幸 信 委員長 

 

 本日は、小金井警察署管内の犯罪と防犯について

お話しいただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

小金井警察署 

生活安全課 防犯係 

統括係長 吉田 弘 様 

 

（卓話概要） 

 皆様こんにちは。 

警視庁の代表として話させていただきますが、警

視庁では 15 か年計画を実行しております。犯罪を

昔の水準に戻そうという取り組みです。 

14年経過して、犯罪は減少しておりますが、そうい

う中で目立っているのが振り込め詐欺です。 

警視庁では、特殊詐欺と呼んでおりますが、この数

が増加しております。 

中 3の受け子から、61歳の老人まで振り込め先の犯

人となっております。 

これに対して被害者は高齢者 60 歳以上の方々であ

り、1 回に数百万円、ひどいケースでは億、小金井

管内でも 2200万円という事案もあります。 

特殊詐欺の被害額は、全国一日で 1億円以上となっ

ております。5 月末までに架空請求で 187 億円、オ

レオレ詐欺で 176億円です。このように大きな被害

が続いておりますので、今後も皆様のご協力をお願

いいたします。 



架空請求詐欺では、例えば、株の購入権、老人介護

施設の入居権が当選したので、名義を貸してほしい

→弁護士や税務署を名乗るものから、これは違法行

為です、それに対する埋め合わせをしなければなら

ないので支払いをしてくださいというものです。 

会社の社長様もこの被害に遭っています。 

次にオレオレ詐欺。息子や孫を名乗って電話をかけ

てくるもので、やり方は全く変わりません。「カバ

ンをなくした」というのが共通です。病院、コンビ

ニ、バスなどでなくしたので携帯も借りている、そ

のかばんの中に会社のお金が入っていて、補てんし

なければならないと言ってきます。 

警察署では、高齢者が 100万円以上のお金をおろし

に来た場合には全件警察へ連絡してもらっていま

す。国分寺 8 件 1700 万円、小金井 14 件 4000 万円

が犯人にわたっています。金融機関で国分寺市は６

件 4000 万円を止めてもらいました。同様に小金井

市でも協力していただいています。 

警視庁では、ＮＴＴ電話コール作戦では、地域一帯

にＮＴＴのオペレーターから一斉に電話をして注

意喚起を行ったりもしています。 

私も何度も講演をしていますが、この注意喚起が全

てに行き渡っていないのが現状です。皆様にもご協

力いただきたいとつくづくお願いする次第です。 

コンビニの電子マネーを利用する方法もあります。

例えば、アダルトサイトの利用料支払のためという

ことで、電子マネーをコンビニで犯人からいわれる

ままに購入し、ＩＤを連絡してしまい、犯人にとら

れるという被害もあります。 

最近では金融機関の協力を乗り越えるために、犯人

も努力しています。例えば、金融機関へ行くときに

は、喪服を着て金融機関へ行くように言います。ま

たは自動車のカタログをもっていくように指示す

る場合もあります。 

小金井市では 11 人の犯人を捕まえていますが、犯

人は、自分が生きていくためなのでしょうがないと

平気で言います。人のことは全く考えないという現

状を認識いただきたいと思います。 

この様な犯罪は続くと思います。しかし被害に遭わ

なければ減ってきます。 

例えば、自分のおじいちゃん、おばあちゃんにテス 

トしてみてください。ちょっとでも引っかかるよう

なら、もう一度注意喚起をお願いいたします。 

自転車盗も多く発生しています。1 日 5から 6件、

多い時は十数件となり、東京都で一位、二位を争っ

ています。放置自転車、鍵をかけていない自転車が

盗られていますので、鍵をしっかりお願いしたいと

思います。 

犯罪を減らすために、街頭防犯カメラの普及につい

てもご理解をお願いしたいと思います。駅付近、学

童通学路に街頭防犯カメラを設置しております。ま

だまだ都心に比べると普及率は低い状態です。新宿

歌舞伎町では組織犯罪対策のためにも該当防犯カ

メラは２３０台ついています。当時 50 台くらいで

したが、拉致事件解決にも貢献しています。安全、

安心な商店街にするために商店街と協力して進め

ました。現在ではボッタくりはありますが、表で起

こる犯罪は減っています。 

国分寺でも一昨年に死亡事故がありました。街頭防

犯カメラに状況がすべて移っており、犯人の過失が

認定され早期解決できたこともありました。 

犯人の通り道となる幹線道路への設置も課題だろ

うと考えております。住民の方々のご理解が不可欠

ですが、自治会費、協会費の支払いが困難な部分も

あります。そのような部分への配慮もお願いできれ

ばと思います。 

大変緊張してお話しさせていただきましたが、少し

でも、ご理解いただければと思います。 

 

 

 

 

 

【謝辞】赤 木 建 治 会長 

   

【閉会点鍾】赤 木  建 治 会長 
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