
１０月２日第２４４８回

□ソング：国歌・奉仕の理想・４つのテスト

□ゲスト：竹原警察署署長 浅海 稔様

竹原警察署生活安全課課長 浜野様

竹原警察署生活安全課係長 野見山様

□会員誕生日…原田、夜船

□結婚記念日…市川、堀越、三好

□事業所創立…大森、市川

□傘寿…原田

□特別スマイル

・9月27日第一回ガバナー補佐研修会があり、充実

した半日を過ごすことが出来ました。これから

が大変と思います。 （市川重雄）

・9月28日広島商船高専のオール君とフィルダウズ

君が我が家に遊びに来ました。二人とも無花果

は初めてだと言って珍しそうに食べていました。

（木村安伸）

・公式訪問、フォーラムと皆様のお蔭で無事終わ

りました。ご協力ありがとうございました。

（夜船正昭）

10月記念日を代表して三好会員よりお礼の言葉が

述べられました。

中川康子会員が米山功労者を受けられました。お

めでとうございます。

幹事 佐々木 秀明

・公式訪問礼状 ガバナー 金子克也

・竹原暴力団追放市民総決起集会及び街頭パレード

10月18日(土)

・グリーンスカイホテル竹原レセプションパーティ

ご案内 11月24日(月) 創建ホーム(株)

会長 夜船 正昭

皆様こんにちは。

日本列島のあちこちで大雨による被害、火山の噴

火による被害が続いています。

この様子をニュースなどの報道で見ていて、被害

に遭われた方々の心情を思いやると心が痛みます

と同時に自然の猛威や、非情さに対する私たち人

間の危機管理の在り方も多様な準備が必要である

ことを突き付けているような気がします。

去る9月17日(水)竹原市役所で開催されました竹原

市暴力団追放市民協議会に出席しました。暴力団

追放街頭パレードが10月18日(土)に予定されてい

ます。時間が許す方は参加をお願いします。

10月1日(水)に平成26年度共同募金街頭募金が実施

され、ロータリーも忠海駅で協力致しました。

先週のガバナー公式訪問は皆様のご協力により無

事に終えることが出来ました。有難うございまし

た。これで会長の時間を終わります。
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会 長 夜船 正昭 副 Ｓ Ａ Ａ 小坂 啓子
会長エレクト 久藤 孝仁 直 前 会 長 木村 安伸
副 会 長 菅 義尚 管 理 運 営 大成 義彦
幹 事 佐々木秀明 会 員 組 織 土居 敏昭
副 幹 事 中川 康子 奉 仕 朝比奈勝也
会 計 田中 幸俊 広 報 宮本 和彦
Ｓ Ａ Ａ 下山 生修 Ｒ財団米山 大森 寛

事務局 〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL 0846-22-7570 FAX 0846-22-7651
Email:rc-take@estate.ocn.ne.jp HP:www5.ocn.ne.jp/~rc-take

例会場 大広苑 〒725-0021竹原市竹原町3591－1 TEL 0846-22-2970
例会日 毎週木曜日12：30～13：30 発行：クラブ広報委員会

創立50周年について
地 区 大 会 報 告
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□プログラム委員会 委員長 佐藤 守幸

10月23日「創立50周年について」、10月30日「地

区大会報告、50周年について」にプログラムを変

更します。

□米山記念奨学会 委員長 本庄 純夫

本日ロータリー米山豆辞典を配布しています。是

非ご覧頂いてご理解を深めて頂きますようお願い

致します。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 朝比奈勝也

10月9日(木)は広島空港での職場例会です。大広苑

へ11時にご集合ください。

□社会奉仕委員会 委員長 堀越 賢二

重ねてのお願いです。10月26日(日)ぶちぇぇ竹原

へ参加します。バザー品を現在募集中ですのでご

協力をよろしくお願い致します。

例会後に50周年事業委員会を行いますのでお願い

致します。

竹原警察署署長 浅海 稔様

いつもお世話になって

おります。警察署長の

浅海です。本日は貴重

な時間を頂き有難うご

ざいます。早速ですが

お話しさせて頂きます。

特殊詐欺が横行しています。9月現在、広島県で約

10億7千万円の被害が出ています。竹原市内でも残

念ながら1千万円を超える被害が出ています。

特殊詐欺の手口は、ある日突然面識のない人に電

話をかけ嘘八百を言い、ＡＴＭから振り込みをさ

せたり、宅配便等で現金を送付させる手口を言い

ます。被害者は、殆どが高齢者の方です。高齢者

の方に特殊詐欺の現状をお話しして被害に遭われ

ないようお願いしておりますが、大抵の方が二つ

の返事をされます。「わしゃぁ、騙されんよ」

「わしゃぁ、金はもっとらんよ」。しかしながら

こういった方が一番被害に遭われやすい現状であ

ります。理由として、次の事が挙げられます。高

齢者の方は日中家にいる方が多く、また真面目に

今日まで一生懸命生きて来られた方ばかりで、詐

欺を働く悪い輩と遭遇したことがなくて免疫がな

いということであります。まさか自分のところへ

そうした輩から電話やカタログが送られてくると

は思いもせず、詐欺の魔の手が迫ってきてる情報

が高齢者の方に残念ながら伝わっていないという

ことです。

竹原警察署生活安全課係長 野見山様

次に、特殊詐欺の詳しい

現状についてお話ししま

す。高齢者の方がターゲッ

トとなる手口として、お

れおれ詐欺、還付金詐欺、

金融商品取引名目詐欺が

あります。その手口からお金の騙し取り方も変わっ

てきました。以前はＡＴＭからの振り込みが多かっ

たのですが、金融機関の声掛けや取り組みにより、

宅配便やゆうパック等に現金を送付させる現金送

付型の手口が増えています。その他に、現金受け

取り型もあり、広島市内や三原市内でも被害が確

認されています。今年、竹原市内で5件発生してい

ます。そのうち4件が金融商品取引名目又はそれに

かこつけた名義貸しでした。宅配便やゆうパック

等で現金を送ることは約款や法律で禁止されてい

ます。「宅配便で現金送付を依頼することは⇒詐

欺です」

竹原警察署生活安全課課長 浜野様

『迷惑電話チェッカー』

をご紹介します。竹原市

民の方に限り二年間無料

でお使いいただけます。

電話の危険度を光の色と

音声で通知します。青：

安心、着信を許可と登録した番号からの着信、黄：

注意、迷惑電話番号リストになく番号通知有の番

号からの着信、赤：危険、管理サーバーが迷惑電

話と登録した番号、拒否登録番号からの着信、番

号非通知の着信、となります。

皆さん、家の戸締りはされます、車も施錠します、

無施錠なのは電話機です。犯人は電話から入って

きます。この機械を経由した際に音と音声と色で

怪しい電話の警告をしてくれます。現在26,000件

以上入っています。その番号から着信があった場

合は赤く光り電話機は鳴らないようになります。

是非この迷惑電話チェッカーモニター事業に参加

して頂きますようご支援をよろしくお願いします。



□日 時 平成26年10月2日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 10名

□議 題

①忘年家族例会の件 承認

日 時 平成26年12月6日(土)18:00より

場 所 大広苑

登録料 会員/配偶者 5,000円

②創立50周年の件 実行委員会へ一任 承認

③第41回聖恵文化祭ボランティアの件 承認

日時 平成26年11月24日(月)

④新入会員研修会および歓迎会の件 承認

日時 平成26年10月24日(金)18:00

場所 大広苑

⑤新会員推薦の件 承認

１０月９日第２４４９回
職場例会：広島空港

（制限区域内場周及び広島県防災航空センター見学）

□ソング：それでこそロータリー

幹事 佐々木 秀明

・ラビットクロカンin大久野島協賛金のお願い

・竹原市キャリアスタートウィーク実行員会ご案内

日時 10月29日(水) 場所 竹原市民館

・Ｇ９Ｒ財団勉強会開催ご案内

ガバナー補佐 森崎正治

日時 11月22日(土)10時～13時30分

場所 広島エアポートホテル 登録料3,000円

・第7回ぶちぇぇ竹原まつり出店者会議

日時 10月20日(月)14:30

会長 夜船 正昭

久しぶりに日本列島が沸きました。お三方のノーベ

ル物理学賞、そして三年ぶりの皆既月食、19時25分

頃でしたロマンティックな秋の夜を演出しました。

次は来年の四月頃だそうです。久しぶりにホットな

ニュースでした。

さて、本日は職場例会です。広島空港ビルディング

の大平様のお世話により実現いたしました。厚く御

礼申し上げます。

普段入ることのできない制限区域内を車で周り、空

港で働く人たちの様子、滑走路を見学させて頂きま

した。滑走路は、飛行機が滑走し離着陸する直線状

の道、外見はただの長大な道路のように見えますが、

様々な配慮が施されています。飛行機が着陸する時

の衝撃に耐えられるよう大変丈夫に出来ていて、夜

間の離着陸が行えるよう灯火が埋め込まれています。

離着時の高速走行において機体の揺れが少ないよう

滑走表面の凸凹は極めて少ない振動になるよう強度

な舗装がされているそうです。

広島空港ビルディング(株)

代表取締役

社長執行役員 山本健一様

先ほどはJAL一便、ANA二

便の離発着を、短い間に

ご見学して頂き楽しめて

もらえたのではないかと

思います。

広島空港ビルディングは

この10月末で開業して21年目を迎えます。日頃から

地元の皆様には大変お世話になり、何とか一時代を

築けてきましたが、今から先10年を考えますと大変

厳しい環境でございます。広島空港の役割は地元の

活性化のために、玄関口としていかに機能を強化し、

快適で安全な場を提供することだと思います。ご覧

のように設備が古くなってきておりますので2年ほ

ど前から少しずつ改善を図っております。オリンピッ

クもあります。ＮＨＫ朝ドラ「マッサン」も始まり、

竹原も日本全国から注目を集める時でもあり、大変

良い機会が来ていると思います。一層地元の為にな

る空港の機能強化に努め、竹原市をはじめこの界隈

の賑わいづくりの先頭に立って参りたいと思います。

お昼からは防災センターの見学をされますが、日頃

ご覧になれない場所ばかりです。お時間がありまし

たらビルの方も見て頂けたらと思います、本日はご

ゆっくりお楽しみいただきたいと思います。有難う

ございました。

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２９名 ５名 ０名 ３名 86.49％



広島空港ビルディング㈱様、国土交通省大阪航空局

広島空港事務所様、広島県防災航空センター様のご

協力により職場例会を開催いたしました。

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２５名 ４名 ５名 ３名 89.19％

広島県防災航空センター見学 防災ヘリコプター『メイプル』

制限区域内場周見学

10月24日(金)：新入会員研修会及び歓迎会

10月26日(日)：第７回ぶちぇぇ竹原まつり

≪バザー品受付中≫

11月15日(土)：創立50周年記念式典

11月24日(月)：聖恵文化祭ボランティア

12月 6日(土)：忘年家族例会


