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被災地の子ども達にＸマスプレゼント

在日外国人日本語学習支援

２ ０ １ ９ 年１１月２７日 第 ２ ４ ０ ７ 回 例 会
■司
会 副 SAA 市川 慎二
■開会点鐘 会 長 佐藤 真吾
■斉
唱 手に手つないで
■出席報告
会員数
本日の出席率

27 名
75％

本日の出席数

18 名

修正出席率

100％

■本日の欠席者
佐藤二郎、福村、目黒、宋、田川
■ゲスト
佐藤
修様（神奈川県旭警察署署長）
中村 公一様（神奈川県旭警察署生活安全課課長）
小林 克生様（神奈川県旭警察署住民相談係）
■会長報告
冷たい雨が体の芯に突き刺さるようなとて
も寒い日となりました。会員の皆様におかれ
ましては、防寒対策をしっかりとして、体調
管理にはくれぐれもご注意下さい。
今日はロータリー財団月間の最後として、
国際ロータリーのポリオ撲滅への取り組みに
ついてお話しさせていただきます。
「ポリオプラス」
ポリオ（急性灰白髄炎・きゅうせいかいは
くずいえん）は、ウイルス感染によって発症
する病気で、感染した場合、ウイルスが神経
組織に入って身体に麻痺を引き起こし、時に
は死に至る事もあります。５歳以下の子供に
感染する確率が高く、かつては「小児麻痺」
とも呼ばれていました。
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アメリカおよびカナダでは、1952 年に大流
行 し、62,634 人 が 発 症 し ま し た。 日 本 で も
1960 年に大流行し、北海道を中心に 5,606 名
が発症しました。ポリオに感染し、呼吸機能
が麻痺した人々を救うために、「鉄の肺」と呼
ばれる人工呼吸器も作られましたが、患者は
一生「鉄の肺」から出る事が出来ないという
悲惨なものでした。1988 年には 125 カ国で 35
万人以上が発症しています。
ポリオプラスとは、ポリオを地球上から追
放する事を目的とするロータリー財団の事業
です。プラスというのは、かつては、ポリオ
のほかにハシカ、ジフテリア、結核、破傷風、
百日咳といった５つの主な伝染病をプラスし
て同時追放を目的としているという意味でし
たが、現在は、世界的なポリオ撲滅運動がも
たらした遺産の事を指しています。
ロータリーが初めにポリオと関わったのは
1979 年の事です。当時、全世界のポリオ患者
は約 50 万人、その 45％がフィリピンに集中
していました。RI は、５年計画でフィリピン
の 600 万人の子供にポリオの予防接種を行い
ました。
また、日本のロータリークラブもポリオ撲
滅に深く関わっています。東京麹町ロータリー
クラブが創立 15 周年記念事業として、1982
年に南インドに２人の会員を派遣して、イン
ドにおけるポリオの状況を調査し、帰国後、
ポリオ撲滅を 2580 地区、2750 地区に提唱し、

それが RI の運動に発展したと言われていま
す。
RI は 1985 年、 ロ ー タ リ ー 創 立 80 周 年
を 機 に ポ リ オ プ ラ ス 計 画 を 開 始。 そ し て、
1988 年から世界保健機関（WHO）などととも
に、世界ポリオ撲滅推進活動（Global Polio
Eradication Initiative：GPEI）に取り組ん
できました。RI は、1995 年の規定審議会にお
いて、ポリオ撲滅がロータリーの第一目標で
あると決定しました。
ポリオは、１年間発症が見られないとその
国が常在国リストから外れます。そして、３
年間発症が見られないと根絶が宣言されます。
日本では 1982 年に根絶され、南北アメリカ
は 1994 年、ヨーロッパでは 2002 年、そして、
インドでも 2014 年に根絶されました。残る常
在国は、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェ
リアの３カ国となっていましたが、今年の８
月 21 日、ナイジェリアでは、野生型ポリオウ
イルスによる症例が最後に報告されてから３
年が経過しました。これにより、来年には世
界保健機関（WHO）アフリカ地域全土がポリオ
フリーとして宣言される可能性が出てきまし
た。ナイジェリアは、アフリカ最後のポリオ
常在国です。アフリカで野生型ポリオウイル
スの根絶が認定されれば、WHO の６つの地域
のうち５つにおいてポリオフリーが達成され
る事となります。
ロータリーは、1985 年にポリオプラスプロ
グラムを開始して以来、ポリオ根絶のために
20 億ドル以上の寄付を行ってきました。2017
年のアトランタ国際大会では、ビル・ゲイツ
氏が、「ポリオ撲滅がいよいよ最終段階に入っ
た」とし、RI が今後３年間で毎年 5,000 万ド
ルを寄付するのに応じて、ビル＆メリンダ・
ゲイツ財団から毎年１億ドルを寄付すると表
明しました。
あれほど猛威を振るった天然痘も 1980 年に
根絶されました。歴史的なポリオ撲滅までも
う少しです。「ポリオのない世界」の実現に向
けて、さらに前進し続ける事が必要なのです。
〇地区関係
１）第３回第５グループ会長幹事会
11 月 21 日㈭ 18:30 ～横浜ベイシェラトン
ホテル & タワーズで開催された「第３回第５
グループ会長幹事会」に大川幹事と佐藤真で
出席して参りました。会合の内容については、
大川幹事に報告をお願いしてあります。

〇クラブ関係
１）役員と理事の選挙の手続き
理事候補者指名委員会から、役員と理事候
補者指名の報告がありましたので、これより
発表 ( 公示 ) させていただきます。
田川 富男、佐藤 真吾、北澤 正浩
目黒 恵一、安藤 公一、市川 慎二
二宮麻理子、宋
謹衣、新川
尚
（順不同、敬称略）
２）情報集会について
D グループの情報集会を例会終了後に例会
場で開催します。A ～ C グループの集会に参
加できなかった方はもちろんの事、再度の参
加も大歓迎です。お時間のある方は是非とも
ご参加下さい。みんなでロータリーを語りま
しょう！
３）今日の卓話
今日は、神奈川県旭警察署長佐藤修様をお
迎えしての卓話です。まずは、佐藤署長はじ
め生活安全課長中村様、住民相談係小林様に
おかれましては、公務ご多忙の中、当クラブ
例会にお越し下さり有り難うございます。そ
して、ここ旭区の治安を守る為に日夜ご活躍
いただいている旭警察署員皆様に対して、あ
らためて感謝の意を表したいと思います。
さて、今日の卓話は、「旭区における特殊詐
欺の現状と各種対策へのご協力のお願い」で
す。いっこうに無くならない特殊詐欺の被害。
その被害者のほとんどが高齢者です。横浜市
の最近の統計データによると、老年（65 歳以
上）人口が 71,441 人で、市内第一位となって
います。高齢化が進む旭区は、間違いなく詐
欺グループのターゲットです。警察と地域が
協力してその対策に取り組まなければなりま
せん。それでは佐藤署長、よろしくお願い致
します。
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
〇横浜瀬谷ロータリークラブ
日時 12 月 20 日㈮クリスマス家族例会
点鐘 18 時 30 分
会場 ROJI by hacocoro
中区北仲通 4-45 松島ビル１階
日時 12 月 27 日㈮休会
１月３日㈮休会
２）第３回第５グループ会長幹事会報告
・11 クラブ合同例会について
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４月下旬頃、主幹 - 横浜南陵 RC、 基本全
会員参加、場所 - ロイヤルホールヨコハマ
・台風災害、丸森町の支援
３）第 36 回 RYLA ロータリ青少年指導者育成
養成プログラムについて
日時 2020 年５月２日～４日（２泊３日）
場所 高尾の森 八王子わくわくビレッジ
五十嵐 正
■災害対策委員会
１）先週の 20 日に岩沼の渡辺さんより連絡が
あり、先の台風 19 号で甚大な被害を受けた岩
沼に隣接する角田市・丸森町の保育園や幼稚
園の子ども達に、クリスマスサンタの事業を
丸森 RC と岩沼 RC で行う内容の連絡がござい
ました。
その事業内容を拝見すると、角田市で園数
15 箇所、園児 704 人、丸森町で園数６箇所、
園児 350 人、合わせて 1,054 人、又地元の岩
沼でも 192 人、合計 1,246 人にプレゼントを
行う内容でした。その規模の大きさ、被災し
た多くの子ども達への心のケアとして、とて
も意義あることではないかと、急遽災害委員
諸氏の意見を伺ったところ、旭も参加協力す
る方向で意見がまとまりました。
今年度当初の計画では、今年はサンタの事
業は行わないと申しましたが、このような状
況から、当初の語り部事業を取りやめ、丸森
RC 岩沼 RC の事業に、資金と人材の協力をす
る事とになりました。内容は回覧しますので、
ご一読いただき、参加可能な方はお名前を記
入してください。よろしくお願いします。
２）次に、昨夜二宮登さんから連絡があり、
委員長より報告して欲しいと言われましたの
で、変わって私から報告させていただきます。
二宮さんは昨日東京ドームで行われたロー
マ法王にミサに招待され、スタッフの方に、
災害の取組に世界でもトップクラスのイタリ
アの災害対策本部と交流出来ないかお願いし
たところ、東京のバチカンの大使館から連絡
をいただけるようお話しがあったそうです。
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お話しがデカすぎて何が何だか分かりませ
んが、二宮さんの人脈と行動力にはいつも驚
かさせられます。
安藤 公一
■ 50 周年記念事業委員会
会員並びにご家族の皆様へ
横浜旭ロータリークラブは来る令和２年１
月で創立 50 周年を迎えることとなります。つ
きましてはご家族の皆様と共にお祝いを致し
たく存じます。奮ってのご参加をお願い致し
ます。
日時 令和２年１月 29 日㈬
10 時受付 10 時 30 分開会
場所 横浜ベイシェラトンホテル＆タワー
清流の間
会費 5,000 円 同伴家族のみ
会員はクラブより拠出
申込 令和１年 12 月 10 日㈫まで
*FAX 382-7131 ㈱アンドー、安藤宛
北澤 正浩
■クラブ管理運営委員会
12 月 14 日㈯に開催されますクリスマス家
族親睦会の出欠は 11/29 ㈮までに、北澤迄。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
佐藤 真吾／神奈川県旭警察署長佐藤修様、
生活安全課長中村公一様、住民相談係小林克
生様、本日は公務ご多忙の中、当クラブ例会
にお越し下さり有り難うございます。卓話よ
ろしくお願い致します。
大川 伸一／佐藤旭警察署長様、本日はご多
忙の中をありがとうございます。卓話を楽し
みにしております。
安藤 公一／①旭警察署、佐藤様、中村様、
小林様、ご多用の中お出で頂きありがとうご
ざいます。本日の卓話宜しくお願い致します。
② 23 日の関東大学ラグビーで早稲田は何とか
慶応を破り、今週末に明大と全勝対決となり
ました。応援宜しくお願いします。
倉本 宏昭／旭警察署長佐藤様、中村様、小
林様ようこそ。住民の安全の為、今後もよろ
しくお願いします。
二宮
登／佐藤旭警察署長をお迎えして。
岡田
隆／旭警察署長佐藤様、本日の卓話
宜しくお願い致します。
柳沢 哲也／インフルエンザが流行っていま
す。地元の小学校は学級閉鎖どころか学年閉
鎖になっています。
今野 丁三／先々週保土ヶ谷税務署の納税表
彰式がありまして、佐藤会長が法人会の推薦
により税務署長表彰を受けられました。私は

要員で参加しました。おめでとうございます。
兵藤 哲夫／①旭警察の皆様、お忙しい中あ
りがとうございます。本日は宜しくお願いし
ます。②２年前、桜を見る会に出席してきま
した。誰からの招待状だって、シュレッダー
にかけて破棄しました！
■旭区における特殊詐欺の現状と各種対策へ
のご協力のお願い
神奈川県旭警察署長 佐藤 修

〇卓話者プロフィール
秋田県出身。中学生の頃に、事件のニュー
スで機動隊の活躍を見て警察官を志したそう
です。これまでに、刑事部や総警務部などの
部署で勤務され、直近では、科学捜査研究所
の所長を経た後、瀬谷警察署で署長を務めら
れ、今年の３月 13 日付けで旭警察署の署長に
着任されました。
着任にあたり、仕事をする上で大切にして
いる「信義誠実」という言葉を署員らへ伝え、
「地域の安全・安心を地域と共に」をモットー
に、署員一丸となって管内治安維持に努めら
れています。
〇特殊詐欺とは？
1. オレオレ詐欺
2. 架空請求詐欺
3. 融資保証金詐欺
4. 還付金詐欺
5. 金融品等取引名目の詐欺
6. ギャンブル必勝情報提供名目の詐欺
7. 異性との交際あっせん名目の詐欺
8. その他の名目の詐欺
9. 特殊詐欺（窃盗）
〇旭区内の特殊詐欺被害状況
令和元年 10 月末暫定値（前年対比）
認知件数 80 件（+12 件）
被害総額 約１憶 1,086 万円
* １日にすると被害額 1 日約 36 万円！！
認知件数 - 警察が被害を届出受理した件数

〇被害の傾向
・女性が被害者全体の約８割を占める。
・70 ～ 80 歳代が被害者全体のその８割。
・オレオレ詐欺が被害者全体の６割
・女性がオレオレ詐欺被害者全体の８割
〇騙された主な理由
・声が似ていて息子だと思った。
・まさか自分が騙されているとは思ってない。
・振込め詐欺は知っていたがその手口は知ら
ない。
・銀行協会や警察だと疑わなかった。
〇旭警察署の特殊詐欺対策
・情報発信活動
FAX やインターネットを利用した情報発信
区役所と連携した情報発信
郵便はがきを利用した情報発信
二俣川駅まえ交番における電光掲示板等
・防犯講話
自治会の会合等を利用
・戸別訪問
交番勤務員による巡回連絡を利用した指導
・全件通報
60 歳以上の人が金融機関で 100 万円以上引
き出そうとする場合、金融機関から旭警察
署に通報する仕組み。警察官が臨場し振込
め詐欺に被害にあってないかの確認
* 窓口対応訓練
特殊詐欺の被害者が窓口に現われたことを
想定し、対応要領を訓練。
〇県警察の特殊詐欺対策
・振込め詐欺被害防止コールセンター
業務時間平日の 9 時～ 18 時
地区発信…地域住民にたいして注意喚起
警戒情報…金融機関、コンビニ等に声掛け
強化依頼
〇詐欺撲滅の２本柱
１）こんな言葉を電話で聞いたらサギだ！
「急にお金が必要！用意して」
「キャッシュカードを預かります」
「ATM で医療費を還付します」
２）留守番電話設定のお願い
「犯人は留守電話を嫌います」
「常に留守番電話設定を！」
「留守番電話が作動する前に取らないで」
「迷惑電話防止機能付きの購入検討を」
■次週の卓話
12/11 ㈬職業卓話 柳沢 哲也会員
週報担当 関口 友宏
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