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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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国際ロータリー第 25 5 0 地区ガバナー長嶋一郎様

黒磯ロータリークラブの皆様、こんにちは。先日
の地区大会には、多数のご参加とご協力大変有難う
ございました。先ずは、何を置いてもお礼に駆けつ
けなければと思いましてまいりました。大田原ロー
タリー 33名だけで地区大会を開くことは無理でござ
います。やはり私は、第 1グループの皆様方にご協
力いただいて、それで、しっかり県北でやろうと考
えておりました。私がご協力をお願いいたしました
以上に、皆様方がいろいろとご協力をしていただき
ました。そういうことで、無事に地区大会を開催す
ることができました。
お天気も、1週間ほど前の予報では雨だったのです
が、それが見事に 2日間とも晴天となりまして、や
はり皆様の心がけのおかげかなと思っております。

かく

それと、今回来て下さったRI会長代理、台湾の郭　
ちょうえい

肇盈様が大変素晴らしい方でございました。

第 2 6 5 1 回　澤田年度　第 1 2 回　会報　2 0 1 4 - 9 - 2 4 　司会　荒牧明二君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 9月 42 日 )2(04 )2(53 人 )0(5 人 %5.78 *

回前 9月 71 日 )2(04 )1(03 人 )1(01 人 %9.67 8人 %0.59

9月 18日に郭さまが来日されまして、それから
ずっとご一緒させていただきましたが、会長代理と
いうお立場でありながら、私に対して全くプレッ
シャーを感じさせない。わがままも勿論言わないし、
決して無理なことは言わない。それで、的確にアド
バイスをしてくれる。本当に素晴らしい方だなと思
いました。ですから、地区大会では台湾国歌をみん
なで歌おうということで、用意いたしました。
最初の台湾国歌からよい雰囲気で入れたなと思っ
ております。先ほど、写真を拝見させていただきま
したが、大変明るい雰囲気に写っておりました。晩
餐会では会場を見たときに、大変素晴らしい雰囲気
に用意されておりまして、自分がこれから歌うのに
わくわくしたというのが本心ですし、大会当日の
ハーモニーホールも大変に華やかな雰囲気で、パイ
プオルガンの演奏に続いて元気な青少年が出てきて
プレゼンテーションをしてくれた。やはり、このよ
うに素晴らしく明るい地区大会が開けたということ
が何よりだと思います。後はいつものようにしっか
りと地域において奉仕活動をしていただければと思
います。
いま、公式訪問をしておりますが、どこのクラブ
もしっかりとした奉仕活動をされております。黒磯
クラブの皆様も、これから秋を迎え奉仕活動を積極
的に行う時期と思いますので、いろいろと励んでい
ただければと思います。これからも楽しく元気に奉
仕活動に励んでいただければと思います。どうもご
協力有難うございました。
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

過日の大田原での地区大会が行われ、多くの会員の
ご参加を頂ました。大変ご苦労様でした。おかげさま
で無事終了することが出来ました。ありがとう御座い
ました。
又、前日の歓迎晩餐会では、思いもかけず、長嶋ガ
バナーの美声もお聞きでき、最高の雰囲気でした。お
蔭様で私は少しアルコールが入りすぎてしまいました。
長嶋ガバナーのおかげで、県北で地区大会が開催さ
れたことはこの上ない喜びでは無いでしょうか。
今、国でも話題になっております、地方再生にもっ
てこいではなかったかと思う次第です。同じところで
毎回開催するよりも、各地に分散して地区大会を開催
することは、良いことだと思います。そう考えるのは
私だけでしょうか！皆様はいかがお考えでしょうか。
地元に帰ってきてからの反省会、大勢の方の参加で、
大変盛り上がりました、特に那須クラブの会長幹事も
同席を頂き、話に花が咲き時間のたつのも忘れての反
省会、大変お疲れ様で御座いました。
又、昨日の交通安全パレードにも多くのロータリー
会員の参加を頂き、お礼を申し上げる次第です。ご苦
労さまでした。
さて今は稲刈りの真最中であります。今年のお米の
値段ですが、JAや全集連の仮渡金は近年に無い低価格
であります。もちろん採算割れの価格であります。
栃木県の場合は1俵（60Kg）仮渡金で8,000円です。
後の追加払いもあるようですが、非常に低価格である
ため、農家の生産意欲はまったくと言うほどなくなっ
ております。近隣の各県も同じように低価格の為、悩
みは同じです。本日は以上です。
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.  地区大会の資料について、欠席された会員の分を
お預りしてあります。レターボックスに入れてあ
ります。

2.　那須塩原交通安全協会黒磯支部支部長の大森貞男
様から、街頭パレード参加の御礼が届いておりま

す。回覧しております。
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L　委員会報告　村山茂副会長

○　大森貞男君

昨日の那須塩原交通安全協会黒磯支部にて那須塩原
市黒磯健康センターより黒磯駅前にて小休止を取りま
して、ベニマルの脇を板室街道直進で、信号機を左折
をして、健康センターまでの行進でした。
那須塩原市長　阿久津憲二様、那須塩原警察署長
坂田清隆様、黒磯駅長、ボーイスカウト那須第1 団、
ガールスカウト栃木第34団、黒磯ロータリークラブ、
黒校インターアクト、黒磯共英小学校鼓笛隊、黒磯安
全協会、市役所生活課、黒磯交通安全指導者、那須塩
原警察署の皆様がたが参加をされまして、天候に恵ま
れまして無事終了することが出来ました。ご協力にお
礼を申し上げます。
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L 卓話　SAA委員会

○　鈴木隆子委員長

澤田会長の下、新年度になりまして3ケ月が過ぎよ
うとしていますが、SAAとしましてはメンバー全員の
協力の下、お陰様で例会が秩序と品格を保ちながら和
やかに進行されていると思っております。お食事の方
も無駄ゼロとまでは行きませんが無駄になる数がかな
り少なくなってきております。本日の卓話ですがSAA
では上野さんと安藤さんが新入会員ですので、この場
をお借りしてお二人から自己紹介のスピーチをしても
らおうと思います。それでは上野さん宜しくお願いし
ます。

○　上野和昭君

みなさんこんにちは。ロータリーに入りまして日が
浅いものですので、卓話をするのは初めてで、何を話
そうかと思いまして考えまして、難しい話でなく金融
機関としてなるべくみなさんの身近に関係ある話をし
たいと思います。そこで今日は、いつも新聞等で見ま
す特殊詐欺についてお話をしたいと思います。
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お配りしました資料を参考に話をして参りたいと思い
ます。
さて、銀行はみなさんお客様の大切な資金をお預か
りしている立場であるとともに、その資金をお守りす
る立場でもあります。しかしながら、お手元の資料に
ありますように、はじめはオレオレ詐欺による被害で
したが、架空請求、融資保証金、還付金等の詐欺いわ
ゆる振り込め詐欺、金融商品等取引名目等の振り込め
詐欺以外の特殊詐欺も含め、最近は特殊詐欺と呼んで
おりますが、こうしたものにお客様の大切なお預かり
している資金が狙われております。
いったいどれくらいの被害があるかと言いますと、
全国の特殊詐欺の被害状況として、今年の1月から6月
までの上半期、警察が把握した特殊詐欺の被害総額は
約268億 3千万円で、上半期として過去最悪だった昨
年同期を約56 億円上回るペースであり、認知件数も
777件増加の6,167件となっております。内振り込め詐
欺で見ますと認知件数4,907件、被害総額約160億円
となっております。

栃木県で見ますと、どれくらいあるかと言いますと、
特殊詐欺全体の認知件数116件、被害総額約6億8千
万円となります。内、振り込め詐欺認知件数101件。被
害総額約3億3千万円となっております。
この特殊詐欺ですが、認知件数については、平成16
年には全体で2万5千件ほどありましたが、その後減
少し、平成22年には、6,888件にまで減少したものの、
再び増加傾向になっており、被害総額も一旦減少しま
したが同様に増加傾向となり、さらに1件当たりの被
害額が大きくなっているというのが傾向です。
次に、どういう方が多く被害にあっているかと言い
ますと、平成26年上半期、特殊詐欺の被害者の年齢・
性別の特徴ですが、男性と女性どちらが多いと思いま
すか？この会場は男性が圧倒的ですが、女性が71%と
圧倒的に多くなっています。年齢で見ますと、70歳以
上が50.8%、60歳代13%、50歳、40歳代と減少してい
きますが、年齢については、男性も同じ傾向にありま
すが、圧倒的に高齢者の方が狙われております。該当さ

れる方は十分にお気をつけていただきたいと思います。
一方で、被害に遭うばかりでなく、未然防止もされ
てまして、よく新聞なんかで未然防止記事をご覧にな
るかと思います。どれくらいが阻止されているかとい
いますと、この上半期における阻止金額約134億円、阻
止件数4,657件、阻止率45%となっております。阻止
件数の約8割が金融機関職員によるものです。当行全
体においても、今年7月までの計数ですが、23件約7
千3百万円の未然防止をしておりますが、これは県内
ではトップと聞いております。
そこで、少し当行の未然防止について話をさせてい
ただきますと、お手元にお配りいたしました資料のよ
うに、当行においては振り込め詐欺チェックリストの
交付とアンケートを実施し未然防止に努めております。
中身を見ていただくと少しお客様にはごめんどうをお
かけいたしますが、大切な資金をお守りすることから
ご理解をいただいております。
しかしながら、こうした未然防止に努めております
が、詐欺の形態も振込中心から現金手渡し中心にかわっ
てきており、未然防止も難しくなってきております。
今では、当行においても、特殊詐欺防止のマニュア
ルがあり、そこには、対象者の発見から、声掛けの開
始、チェックリストの活用、声掛けポイントと順序、上
司への引き継ぎ、警察へのホットライン通報などが書
かれており、こういったものを利用しながら未然防止
に努めております。
しかし、この未然防止は非常に大変でして、先ほど
対象者といいましたが、良く店で言っているのが、ATM
で携帯電話を掛けながら操作をしている人、これは犯
人からの指示による振り込みの可能性もあります。そ
の他、高齢者で振込先がカタカナで、連絡先が携帯電
話の場合とか12時過ぎの急ぎの振り込みには注意する
ようにといっておりますが、高齢者の方に声掛けで
「だまされていませんか？」「詐欺ではないですか？」
と問いかけても「そんなわけない。」「間違いなく息子
からだった。」と詐欺を否定する言葉が返ってきます。
これは、私が昔ある店でオレオレ詐欺を未然防止し
た時の事例ですが、少し話をしたいと思います。10年
ぐらい前でしたが70歳くらいの男性の方で、12時過ぎ
ぐらいに窓口に来店され、定期預金を解約し送金する
内容でありましたが、先ほどいいました、まさしく受
取人がカタカナで連絡先が携帯電話でありましたので、
解約の理由をお聞きしましたところ、ちょっと用が
あってという事で、急いでいる様子でした。直感で、も
しかして詐欺かもと窓口の担当者が、私のもとへやっ
てきまして、引き継ぎましてお客様を別な場所へ呼び
まして詳しい話を聞きましたところ、孫から電話で事
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故を起しすぐにお金を払わなければならないので振り
込んでほしいとの内容でした。お孫さんの声に間違い
なかったですかと聞くと、風を引いているとのことで
声は少し違っていたとのことで、これは間違いなくオ
レオレ詐欺と思い、説得に入りましたが、「詐欺ではな
い」の一点張りで聞く耳を持ってもらえず、しまいに
はだまされていてもいいからすぐ振り込んでくれ、
やってくれないのなら、取引を辞めるまで言われまし
たので、一旦お預かりし、自宅に帰っていただき、警
察の生活安全課に相談し協力を依頼し、再度自宅へ訪
問し、再度説得しましたが、先ほどと変わらず、早く
振り込んでくれの一点張りでしたので、直接お孫さん
と話をさせてくれという事で、受取人と一緒にお孫さ
んが居るとのことで受取人の携帯に電話をし、お孫さ
んに変わっていただき話をしたところ、じいちゃんに
替われしか言わず、仕事をしていると聞いていたので、
仕事は何をと聞いたところ、していないとのことで、
一旦電話を切り、お客様にお孫さん自身の携帯に電話
するよう頼み、仕事をしていないというのが引っか
かったのか、少し冷静になってきて、あわせて警察の
方からも自宅に電話をしてもらい、やっとお孫さんに
電話を掛けたところ、詐欺であることが判明しました。
実に、窓口に来店してから約2時間以上の時間を費や
しました。
このように、詐欺なんて引っかからないよと、日頃
思われてましても、いざ自分の身に降りかかってきま
すと気が動転してしまい被害に遭遇しないとも限りま
せんので、特殊詐欺には十分注意していただきたいと
思います。そのためにも、今日の資料と話が少しでも
参考になればと思います。我々金融機関も引続き未然
防止に努め、お客様の大切な資金をお守りするように
努めてまいりますが、限度がありますので、皆様には
自己防衛をお願いしたいと思います。御清聴ありがと
うございました。

○　安藤譲治君

食の豆知識、食性

前回の3分間スピーチで伝統食研究会の話をしまし
た。病気になる流れは食の間違い→体質の変化→内蔵
の弱り→症状→病気という話をしました。
この中で、食の間違いにもいろいろありますが、今
回は食性についてお話ししたいと思います。
健康を保つために、昔の人は食材の選び方について
も気を遣っていました。簡単に言うと、いつ・どこで・
どの部分を・どれくらい・どのようなバランスで選べ
ば良いかということです。この中で、どのようなバラ
ンスで食べたら良いか？ ということが「食性」です。
食性とは、動物によって生命を維持するために、食

べ物のバランスが決まっている事をいいます。たとえ
ば、ライオンなど肉食動物は生肉以外は食べません。ま
た、馬などの草食動物は草以外は食べません。
この食性というのは非常に重要で、食性を無視した
食生活をしていると、その動物の生命を脅かす病気を
発生させてしまいます。
その一例として、牛は草食動物ですが、おいしい肉
や牛乳を作るために、肉骨粉や穀物を食べさせていま
す。そのために、狂牛病や口蹄疫という病気を作って
しまいました。その証拠に、オーストラリアは放牧で
草しか食べさせていないので、このような病気は発生
していません。では、人間はどうかというと・・・皆
さんおわかりでしょうか？
実は、歯を見るとわかるんです。ライオンなどは肉
を食べる犬歯ばかり、馬などは草を食べる歯ばかりで
す。人間は、臼歯（奥歯）20本・門歯8本（前歯）・犬
歯4本ですが、犬歯の１本奥の歯は本来豆を噛むため
の歯でした。この割合でいうと5:3:1:1になります。
臼歯は穀物をすりつぶす歯、門歯は野菜や海藻などを
食べるときの歯、犬歯は肉類、豆は豆ですから、穀物：
野菜：豆：肉類の割合が5:3:1:1の割合で食べること
が大切です。
江戸時代などの一汁一菜の食事は最も日本人に合っ
た伝統食です。今の時代で簡単にこのバランスで食べ
ようとすると、おにぎりと具だくさんの味噌汁などは
良いかもしれません。このように、もっとお米を食べ
るようにした方が、健康に良い食生活になると思
います。

☺  ニコニコボックス　荒井昌一君

長嶋　一郎ガバナー　地区大会のご協力有り難う御座
いました。

澤田　吉夫君　地区大会お疲れ様でした。
村山　　茂君　長嶋ガバナー、地区大会盛会おめでと

う御座います。
大森　貞男君　交通安全パレード、皆様には大変お世

話になりました。
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近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105

次回例会　　　平成26年10月1日　　　担当ロータリー　米山記念奨学会

●　9月24日欠席(敬称略)
遠藤清和・植竹一裕・豊田哲司・大島三千三
深町彰

○　前回9月17日分メークアップ(敬称略)
上野和昭・大島三千三・小野安正・吉光寺政雄
髙木茂・平山博・安藤譲治・齋藤武久

RO
T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　３分間スピーチ　　

・・・・・・・・・・未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事・・・・・・・・・・

鈴木隆子君

こんにちは、今日の3分間スピーチは「若い順！！！！！」と
親睦委員会から発表があった瞬間から、例会の度に
（あら～まだ声がかからない）と変なドキドキでした。
結婚して主人がロータリーに入りましたのが、主人
が31歳で私が26歳の時でした。その後、主人から引
き継いで私がロータリーに入れていただいて、現在に
至るまで、本当にあっと言う間でしたが、振り返って
みると大変な年月が流れていたのだなあ～と改めて感
じさせられます。先週、和気さんが自分の前に何人と
かちらっとおっしゃっていましたが、私はさらにその
後でございました。30歳になった頃、30代はすぐだよ、
だけど40歳代はもっと早いよ！！！！！といわれましたが、50
代の今は地球の自転が早くなってしまったのではない
かと思う程1年が駆け足で過ぎて行くように感じます。
「光陰矢の如し」という言葉が本当に身にしみます。
「未来のために今できること」ですが、私は、整理整
頓を心がけたいとおもいます。本当に、矢のように過
ぎて行く時間ですが、これはどんな人にも平等に与え
られたものです。一日の長さは、当たり前ですが世界
中誰でも同じです。けれども、その活用の仕方、活か

し方は色々で、その結果として様々な人生があるのだ
ろうと思います。
結構、よく遊んでいるように見えているのに、実は
仕事も凄いという方々がいらっしゃいます。身近では
ロータリーの方々もそうですが。
そこで自分を振り返ってみますと、あまり遊んでな
いのにいつも追われている感じだとおもいました。
この違いはどこにあるのか？何故、私は効率が悪い
のか？と色々考えまして、自分は整理整頓が下手だか
らかもしれないと気づきました。整理整頓されていれ
ば、もちろん仕事の処理もスムーズですが、物事の判
断をするときも、きっと頭の中が整理さていて素早く的
確な判断ができるのではないでしょうかと思いました。
何事もシンプルなのが一番なのだと思いました。煩
雑な日常だからこそ、これからは整理整頓を心がけて、
矢のように過ぎて行く時を制して、よく学び、よく遊
び大いに人生を楽しめるようになりたいとおもいます。
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