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第 1452 回 （本年度 第 23 回）例会
令和 元年 5 月 16 日（木）
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川と申します。
現在中原区の管
内では現時点で 18

「四つのテスト」

会員出席報告

卓 話
相川 正吾 様
「振り込め詐欺の現状について」

江口 進 出席委員長
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被害が出ています。

出 席 率
５８.３３％

前々回(4 月 18 日) 欠席 13 名 Makeup 5 名
７９.１７％
欠席者：市川会員、今井会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、
都倉会員、渡久地会員、若狭会員、山本会員

お客様紹介 小泉 正博 会長
◆ゲスト・スピーカー
中原警察署 生活安全課 相川

件、3,000 万円弱の
県下では被害届
を受理したものが
800 件、16 億 800
万円となっていま
す。実際にはこれ以
上の被害があると思ってください。
参考までに去年 1 年間で中原署で 50 件 9000 万円弱、

正吾 様

県下全域では 2,200 件、50 億円を超えています。
振り込め詐欺として多いのは、まず、オレオレ詐欺

◆小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC）

です。息子、孫、甥などの身内を語った手口です。続

ニコニコ報告

江口

進 親睦委員長

◇小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC）

いて、架空請求です。まだありませんが、融資金保証
や役所からの還付金があるという手口もあります。

お世話になります。

オレオレ詐欺で最近多いのは警察官やデパート、銀

◇小林正樹会員

行、銀行協会などを語るパターンです。被害者の方に

相川様、本日は早朝よりお越し頂き誠に有難うござい
ます。防犯のお話 勉強させていただきます。
山田様、先日は大変お世話になりました。

◇ＳＡＡ一同
早朝とはいえ日差しが強くなりましたね。
相川様、本日は早朝よりお越し頂き有難うございます。

◇親睦委員会一同

マダ電機など－から電話が来ます。
外国人風のお客さんが、あなた名義のクレジットカ
ードで高額な買い物をして、声を掛けたら逃げていき
ましたと。しばらくたったら警察から連絡があるから
お待ちくださいと電話を切ります。数分後、警察署か
ら電話がかかってきて、あなたのカードを調べたいと

相川様、ようこそいらっしゃいました。

思いますと、まず暗証番号を教えてくださいと。銀行

「みんなニコニコ」

から電話があるかもしれませんが、その電話受けてく

相川様 ようこそお越し下さいました。

小泉正博会員・徳安久是会員・島田叔昌会員
神谷 直会員・江口 進会員・藤村伸一会員
中村敏史会員
ニコニコボックス

本日 10,000 円

累計

486,500 円

記念日ニコニコ

本日

累計

125,000 円

5,000 円

警察、デパート－横浜のそごうとか、上野の丸井、ヤ

ださいと言って電話を切ります。銀行から電話がきて、
警察から電話がありました。近くに行員がいるのでカ
ードを回収したいと思います。他にどこの銀行に預け
ていますかと聞かれて自分のメインバンクを教えて、
その時すでに暗証番号も話してしまっています。
話している最中にまたは、切った直後にピンポンが
きます。他のところに通報させないという手口ですね。
銀行員を名乗るものが来まして、カードを預かりま
すからこの封筒に入れてくださいといって封筒を差し
出します。そして、封筒に封印の印をしたいので印鑑

持ってきてくださいと。 裏に行っている間に封筒を差

がよくくるので、そういうやつを説教するのが好きだ

し替えておきます。1 週間または 10 日たったら開いて

という方がいます。クレーム対応していた人なんです

くださいと言います。すぐさま ATM で引き出されてい

が、相手は電話を切ってしまうのかというと、そうい

ます。

うミスはしませんよと。
「あんたこんな恥ずかしいこと

警察から連絡がなくて、変だと思って気が付く、また
は、銀行から毎日引き出されていて何に使っているんで
すかと聞かれて初めて気が付く。こういうのが圧倒的に
増えています。
劇場型犯罪とぃって、デパート、警察、銀行、もしく

して恥ずかしくないのかと」そういうのを楽しみにし
ている方もいます。
犯人は古い電話帳を使っているようで、概ね 8 割の
方は 10 年前の電話帳に載っていました。名簿は、顧客
情報が流れたりもしています。

は銀行協会という名前を使っています。立て続けに配役

オレオレ詐欺はすぐには本題に入らずに、最初の電

が替わって、劇をしているようで、騙されてしまう手口

話から 1 時間後ぐらいに交通事故、
カバンなくしてと、

です。

二段構えになっている。常に進歩しています。令和に
なりましたが、平成のカードは使えませんからと電話

続いて、還付金手口です。

がかかるようになりました。来年はまた別の手口、別

年末になると例年中原区役所の保険課・年金課を名乗

の手口が考えられるわけです。

って、具体的な金額を言います。2 万 4 千何百何円、2

根本的には名簿をつかって、騙すひとを探して、電

万 6 千何百何円を還付できました。コンビニに行って、

話して、メール送るなり、ハガキを送るというのが大

この電話に電話してください。そうすると、ここにいれ

前提となっている。そういうのに騙されない目を養っ

てください、ここに入れてくださいと、数百万円を騙さ

てほしい。

れてしまう。
これは、最近変わってきました。お年寄りが ATM の

お金が必要とか、会話の中で一回でもお金、金を匂
わす言葉がでたら詐欺だと思ってください。

前で電話を掛けていると、銀行もしくは他のお客さんが

絶対にキャッシュカードを預けないでください。私

詐欺じゃないかと思って声をかけて失敗する率が高く

は女房にも預けていませんから。ATM で医療費還付し

なってきました。

ますと言われても、住民票をとるときを思い出してく

実際の発生件数は横ばいで減ってきているんですが、

ださい。住民票をとるのに書類を書いて印鑑押します。

被害金額は一気に下がっている。今までは口座振替で何

収入印紙買うこともある。そういう手間暇が大好きな

百万となっていたのが、カードで何十万円の被害となっ

役所が電話だけで済ますわけがないんです。家族で合

てきています。できるだけぱっとやるのですが、3 枚だ

言葉をきめるとか、そういうのも手だと思います。

ましたが 1 枚しかできなかったとかなっています。
怖いのは、架空請求で、料金に対する訴訟最審通知と
か来た方がいないですか。これで 5,000 万円ほど被害に
遭っています。これに電話かけると、担当の弁護士を紹
介しますと言われて、一時金にいくら出してください。
というのを何度も何度も繰り返していくというパター
ンです。お年寄りだけではなく、若い人も被害に遭って
います。
どうしたら防げるのか。留守番電話に設定する。最近
は撃退ツールのついた電話で「この電話は録音させてい
ただきます」と自動音声が入るものもありますがこれが
効果があります。耳の遠いふりをするのも手です。何度
も聞き直すと向こうがあきらめて切ってしまうことも
あります。途中で気が付いたらそういう手もあります。
ハガキについては、住所は千代田区の霞が関と書いて
いますが、消印は、板橋とか全然違う地名になっていま
す。
もうひとつ、ハガキの文書は段落が全くなく、役所の
文章ではないことがわかります。役所がハガキ一枚で済
ますわけがないのですが、これでも 5,000 万円の被害が
出ています。
やられっぱなしかというと、中原でも、こういう電話

今後の予定

６月６日 報告事項
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事
１．理事会報告
２．ＲＩ日本事務局より、2019 年規定審議会決定報告
書が届いております。
３．地区からの来信
①2019-20 年度 地区補助金プロジェクト「認定」と
の審査結果が届きました。
地区補助金金額： １，５１０米ドル
ロータリー財団の承認後、各 RC にてプロジェクト
開始可能となります。

◇６月 13 日 (木)
研修会後、ファイナル懇親会
◇６月 20 日 (木) 早朝例会 点鐘 7：30
「クラブ協議会」

退任挨拶

5 月 14 日・ドイツ大使館訪問

②ロータリーレート変更のお知らせ
2019 年 6 月より、１ドル＝１１０円 に変更
（ 5 月は１ドル＝112 円 ）
４．第 69 回中原区「社会を明るくする運動」推進委員
会開催のご案内が届いております。
日時：2019 年 6 月 6 日(木) 10：00～
場所：中原区役所 5 階 502 会議室
「社会を明るくする運動」中原区大会は、
7 月 18 日(木)13：30～16：00
中原市民館ﾎｰﾙ にて開催
５．
「ふるさと川崎まちづくり運動」総会・講演会の
ご案内が届いております。
日時：2019 年 6 月 22 日(土)
9：20-10：30 総会 10：32-11：55 講演会
会場：高津市民館大ホール
講演：森政忠雄氏
「戦争の悲惨さと忌まわしい被爆体験を語る」
６．川崎西北 RC より、例会場臨時変更のお知らせ
例会場「柏屋」区画整理等の関係で、
8 月・9 月の例会場は、ホテルモリノ新百合ヶ丘
７．他クラブ例会臨時変更
●川崎中 RC
6 月 11 日(火) ﾎﾃﾙ精養軒
点鐘 17：30
6 月 25 日(火) ﾎﾃﾙ精養軒
点鐘 17：30
●川崎鷺沼 RC
6 月 12 日(水) とうふ屋うかい鷺沼店 点鐘 18：00
6 月 19 日(水) シンガポール訪問旅行
（6/17～21）
6 月 26 日(水)
休会
●川崎大師 RC
6 月 12 日(水) 料亭「田中家」点鐘 18：00
●川崎高津南 RC
6 月 17 日(月)
休会
●川崎とどろき RC
6 月 17 日(月)富 士通川崎ラウンジ点鐘 17：30
6 月 24 日(月)
休会
●川崎西 RC
6 月 28 日(金)
休会
７．他クラブ会報の回覧
川崎南 RC、新川崎 RC

5 月 24 日・6ＲＣ合同ボウリング大会
於：溝の口

ムサシボウル

参加者：徳安幹事、小林会員、都倉会員

都倉会員が女性の部で優勝！
おめでとうございます☆

