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《ゲスト卓話》
「犯罪の現状と特殊詐欺対策について」
佐世保警察署長 森田英孝
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佐世保警察署長の森田英孝と申します。
皆様方には平素から警察業務各般にわたり、深いご理
解とご協力を賜っておりますことに厚くお礼申し上
げます。本日は犯罪の現状と特殊詐欺対策についてお
話します。
長崎県の刑法犯認知件数（警察に届出があった刑法犯
罪）は、平成 15 年をピークにその翌年から 13 年連続
して減少し、昨年（平成 28 年）は４，６５９件でし
た。様々な対策が一定の効果を挙げているものと考え
ています。しかしながら、最近では特殊詐欺が社会問
題となるなど、決して治安は良くなったと感じられな
いと思います。
本日の例会 合同例会（佐世保東 RC・佐世保中央 RC)
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佐世保警察署管内では昨年、県下警察署の中で最も多
く特殊詐欺事件が発生し、危機的な状況にあります。
特殊詐欺は、
犯行グループのリーダーや中核メンバー
を中心に役割を分担し、組織的に敢行されています。
警察ではこれまで、手口、被害実態を分析し、犯行グ
ループの検挙の徹底を図っています。また、あらゆる
機会を通じて、犯行の手口や被害に遭わないための注
意点等の情報を積極的に発信しており、特に被害者の
多くを占める高齢者に対しては、あらゆる方面から注
意喚起がなされるよう広報啓発活動を推進していま
す。さらに、佐世保市をはじめ、金融機関、コンビニ、
宅配業者、不動産業者等と連携し特殊詐欺の被害防止
を図っており、皆様との連携をさらに強化し官民一体
となった予防活動を推進してまいりますので、
今後と
もご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
以上ですが、
佐世保北ロータリークラブの今後益々の
ご発展と、会員皆様のご健勝、ご活躍を祈念いたしま
して卓話を終ります。

《会長挨拶》
藤井良介 会長
本日はゲスト卓話として、佐世保警察署署長
森田英孝氏の卓話「犯罪の現状と特殊詐欺対策」
です。
ご多忙の中来訪を歓迎し、会員にとりましても身近な
話ですのでしっかりと拝聴したいと思います。
さて３月は「水と衛生月間」です。
日本では、安全な水を利用することは当然の事であり
ますが、適切な衛生設備がなくて安全な水を利用でき
ずにいる人々が世界には存在しており、世界中のロー
タリークラブが低開発国や後進国に対して支援をし

次回例会

ゲスト卓話（長崎県知財総合支援窓口）水野 優 氏

ている現状があります。例えば、大阪のロータリーク
ラブでは、ネパールの学校の貯蔵タンクを活用するた
めにポンプとフィルターを設置して、年間を通して安
全な飲み水を供給するようにした報告などがありま
す。クラブでも水の問題を考える機会をもちたいもの
です。昨日の日曜日は第２８回春季室内水泳記録会が
佐世保室内プールで開催され、緒方信行佐世保水泳協
会会長に支援金を贈呈しました。会員の多数の出席、
ありがとうございました。また、前日にはゲストとし
て３名のトップスイマーが佐世保に来られ、貴重な経
験談を聞くことができ、
楽しいひと時を過ごしました。
3 月 12 日（日）には、北斗会と中央会（佐世保中央
RC）とのゴルフの対抗戦が石盛で開催されます。プ
レイヤーのみなさんの活躍を期待します。
そしていよいよ来週の月曜日 3 月 13 日は、佐世保東
RC、佐世保中央 RC との合同例会になっております。
久方振りの合同例会です、他のクラブの方々と懇親を
深めたいと思います。

・ガバナー事務所
ガバナー月信 3 月号
・佐世保ＲＣ
①第 45 回佐世保市内 8RC 新睦ゴルフ大会のご案内
（開催要項）
〔セルフＢＯＸへ入れております〕
日 時 ：5 月 21 日（日）
午前 10：58 アウト、イン同時スタート
場 所 ：佐世保ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部石盛岳ゴルフコース
（佐世保市知権見寺町 1410 TEL 0956-49-5654）
懇親会 ：成績発表及び表彰式 午後 6 時 30 分～
佐世保玉屋 7Ｆ文化ホール
参加費 ：会員 10,000 円 配偶者 6,000 円
プレー費は別途各自でお支払い下さい。
パーティーのみ参加 6,000 円
締切日 ：5 月 8 日（月）
②会長賞寄贈のお願い（会長賞として金一万円）
・佐世保市役所
「市制施行 115 周年記念式典」及び「市政功労者表
彰式」の開催について（ご案内）
日時：4 月 1 日（土）午前 10:00～12:00
場所：アルカスＳＡＳＥＢＯ 4 階中ホール
※ 入場無料。事前予約の必要はありません
・海上自衛隊佐世保地方総監部
観桜会のご案内
日時 ： 3 月 29 日（水）17：30～19：15
場所 ： 海上自衛隊 平瀬体育館

《幹事報告》
宮﨑有恒 幹事
1. 例会変更
・伊万里ＲＣ
3 月 30 日（木） 休会（定款第 6 条第 1 節により）
4 月 6 日（木）12：30～→18：30～
松嘉（観桜例会のため）
・松浦ＲＣ
3 月 31 日（金）12：30～
不老山公園（除草作業のため）
2.来信
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 3 月号
・公財）ロータリー米山記念奨学会
カウンセラー所見・奨学金受領確認書提出の件
・国際ロータリー日本事務局
水と衛生月間 リソースのご案内

3.伝達事項
①3/8（水）18：30 より「しぐれ茶屋」にて第 7 回
市内 8ＲＣ会長幹事会が開催されます。
②地区大会登録申込み（2/28 締切）をしましたので、
さっそくですが請求書をセルフＢＯＸへ入れてお
ります。よろしくお願い致します。
③第 7 回理事会議事録をセルフＢＯＸへ配布して
おります。
④3/13（月）次回例会は佐世保東 RC、佐世保中央
RC との合同例会です。
18：30 よりグランドファーストイン佐世保にて行
いますので、お間違いのないようお願いします。
《今月の結婚祝い》
H. 8. 3. 6 八木順平・有梨夫妻
S.42.3.18 小西宗十・由美子夫妻
S.42.3.20 平石晃一・久子夫妻
S.63.3.21 小川 寛・真澄夫妻
S.55.3.23 鳥越敏博・由美夫妻
H.14.3.31 西沢寛・かおり夫妻

《今月の誕生祝い》
S.51.3.30 船津 学君

村上寅雄君
佐世保警察署長 森田英孝様のご来訪を歓迎します。
卓話楽しみに拝聴します。水泳記録会に参加の皆さま
お疲れさまでした。

《委員会報告》
古賀新二 広報雑誌文献委員長
「ロータリーの友３月号の紹介」
ロータリーの友３月号たて書Ｐ.28 に我クラブ支援
の「ウォーキング＆ゲームラリー大会」の記事が
写真と共に掲載されています。
松尾重巳 奉仕プロジェクト青少年委員長
昨日、当クラブ支援事業であります「第 28 回県北地
区春季室内水泳記録会」
が佐世保市温水プールで開催
され、無事に終了致しました。
開会式の冒頭に藤井会長から大会委員長への支援金
の授与が行われました。藤井会長、宮﨑幹事をはじめ
多くの会員の皆様に早朝よりお集まりいただき有難
うございました。子供たちの元気をたくさん感じる事
が出来て良かったかと思います。
次年度以降も是非、続けて戴ければと思います。
渡会祐二 親睦活動委員長
来週１３日の例会は３クラブ（佐世保東、佐世保中央、
佐世保北）合同例会です。
親睦活動委員会、ＳＡＡの皆様は、17：30 にグラン
ドファーストイン佐世保にご集合いただきますよう
お願い致します。

小西宗十君
佐世保警察署長 森田英孝様、本日のご来訪を歓迎い
たします。4 日、佐世保教育委員会の文化・スポーツ
表彰で、豊島会員の奥様が文化功労賞、渡会会員の息
子さんが文化優秀奨励賞を受賞されました。おめでと
うございます。緒方先生、スポーツ優秀奨励賞を原﨑
3 きょうだいが受賞しました。ご指導ありがとうござ
います。
蒲池芳明君
森田英孝署長、本日は大変公務でお忙しい中、私達
佐世保北ロータリークラブの卓話をお引受け頂き有
難うございます。日常の業務等についてお話されると
の事で楽しみに拝聴させて頂きます。本日はよろしく
お願いします。
渡会祐二君
佐世保警察署長 森田様のご来訪を心より歓迎いたし
ます。森田署長は、県警の組織犯罪対策課長でおられ
たころ、瀬戸越の暴力団事務所撤去事件に一緒に携わ
っていただいた、いわば戦友です。森田署長のお顔を
見ると、あの頃のことが思い浮かんでまいります。
今日のお話を楽しみに拝聴させていただきます。よろ
しくお願い致します。

《ニコニコボックス 》
八木順平 親睦活動委員
佐世保警察署署長 森田英孝様より
卓話者謝礼をニコニコＢＯＸにいただきました。
藤井良介会長、永田武義副会長、宮﨑有恒幹事
本日の卓話は、佐世保警察署長 森田英孝様による
「犯罪の現状と特殊詐欺対策」です。詐欺とはわから
ずにすぐにお金を送る人が、クラブには何人もいるよ
うです。会員一同いつもよりしっかりと卓話を聞きた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。
昨日は、第２８回春季室内水泳記録会が開催され支援
金を、緒方信行佐世保水泳協会会長に贈呈いたしまし
た。担当の松尾奉仕プロジェクト青少年委員長はじめ
参加のみなさま、お疲れさまでした。

松尾重巳君
昨日の「平成 28 年度 第 28 回県北地区春季室内水泳
記録会」に参加いただきました会員の皆様、早朝より
ありがとうございました。また、お疲れ様でした。
おかげさまで滞りなく終了いたしました。
佐世保警察署署長 森田英孝様の卓話 謹んで拝聴さ
せて戴きます。
平石晃一君、 二ノ宮 健君、
豊島揆一君、
古賀新二君、
宮原明夫君
鳥越敏博君、
湯口純二君、 中野雄一郎君
小川一貴君、
近藤竜一君、
峯 徳秀君、 森 豊 君、
八木順平君、
田実貞昭君、
本日は、佐世保警察署長 森田様による、特殊詐欺対
策の卓話です。しっかりと卓話拝聴いたします。
よろしくお願いします。

本日の合計
クラブ会報委員会

委員長 /二ノ宮 健

委員 / 小西宗十

中山

誠

鳥越敏博

39,000 円
蒲池芳明

累計 1,215,500 円
（記事担当

中山

誠）

