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     会長挨拶           

名古屋空港ロータリークラブ会長 山内 佳紀 君 

 
皆さんこんにちは。 

さきほど会長エレクトからご紹介がありましたように今

日は外来者卓話として伊藤彰久様に卓話をいただくことに

なっております。どうぞよろしくお願いいたします。また、

2024-25 年度のための地区研修・協議会ホストクラブを

ご担当される名古屋錦ロータリークラブから会長の福井様、

副会長中山様、会長エレクト北村様、副幹事鈴木様がご挨

拶に来られております。今日は米山奨学生のシタウラビビ

タさんもいらっしゃっています。それから受付では今日ま

でロータリー希望の風奨学金の募金を受けつけております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

さて先週の木曜日に「ロータリー女性の集い PART１」

に出席してきましたので、そのご報告をいたします。名鉄

グランドホテルにおいて午前 11 時から行われました。今

回の出席者は 110 名で男性 56 名：女性 54 名（ゲスト

8 名を含む）でした。例会仕立てのセミナーという形式で

最初に会長役としてパストガバナー・地区拡大委員長であ

る神野重行様の点鐘から始まりました。神野様からのご挨

拶ではロータリーの歴史について触れられ、1905 年ロー

タリークラブが誕生して以来 117 年が経過しているが、

1989 年の裁判でロータリークラブの会員は男性に限ら

れるとする RI 定款の要件を削除するよう可決され、初めて

女性に門戸が開放され、世界中のロータリークラブ入会が

女性に認められることとなったことをお話されました。ま

た現在の女性会員の状況は世界では25％、全国では7.2％、

この地区では 6％であり、8％に増強しましょうというお

話しでした。続いて卓話に入りました。3 人の女性の方の

卓話があり、最初は 2,004 年ロータリーの友事務所に入

所され、2017 年からロータリーの友編集長に就任されて

いる野崎恭子様が「IMAGINE ロータリーに女性が増えた

ら」という題目で卓話をされました。女性会員増加による

3 つの効果として①女性目線でのニーズから奉仕活動が広

がること（2022 年 4 月号ロータリーの友掲載の生理の貧

困に対する取組等）②ロータリーの公共イメージの向上（国

際協議会でのガバナーエレクト研修等でのパートナーの役

割：交流の広がり）③クラブの雰囲気が明るくなること。

を挙げられました。 

また当地区は現在８４クラブですが、東京の 2750 地区

は８６クラブでそれぞれの女性会員数は 268 名に対し

468 名、女性会長にいたっては 3 名に対し 16 名である

ことを報告されました。2 人目は尾西ロータリークラブﾞ会



員で 2015－16 年度にガバナー補佐をされた、当地区の

女性ガバナー補佐第 1 号である平松清美様から NPO 法人

「寺子屋」についてのロータリークラブ会員サポートによ

る活動発表。3 人目は名古屋名東ロータリークラブ会員の

藤野直子様から①子ども食堂②学習支援団体③ひとり親支

援団体④生活困難者支援団体 などの活動を支えるための

後方支援活動としての「愛知子どもプロジェクトについて」

の活動発表がありました。  

卓話終了後は昼食懇親会となり、私のテーブルは東尾張

分区の名古屋城北 RC 会員、小牧 RC 会員、瀬戸北 RC 会

員、江南 RC 会員の 5 名で懇親を深め、14 時半に閉会と

なりました。以上です。 

   

            出席報告            

●出席報告 （大野 和宏 君） 

 

●ニコニコボックス報告（菅沼 智大 君） 

 

本日はお邪魔をいたします。 

よろしくお願いいたします。 

名古屋錦ロータリークラブ 

伊藤コンサルティング 代表 伊藤彰久様 本日の卓話 

よろしくお願いいたします。 

2024-25 年度地区研修・協議会ホストクラブの名古屋錦 

ロータリークラブの皆様、よろしくお願いいたします。 

山内 佳紀 君 

伊藤彰久様 卓話宜しくお願いします。 

シタウラビビタさん ようこそ。 

入谷 宏典 君 

卓話 伊藤氏をよろしく。 

                   石川 良治 君 

 

伊藤様 本日卓話宜しくお願いします。 

                   稲熊 正徳 君 

 

伊藤彰久様の卓話楽しみです。 

                   稲吉 將秀 君 

今日も元気で！ 

                   山田 幹雄 君 

元気に感謝。 

                   菅沼 智大 君 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

シタウラビビタさん 
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会員数 48 出席率 90.91 ％
出席義務者 22 出席義務者 4
出席免除者 18 出席免除者 4
出席合計 40 欠席合計 8

本日の例会

出
席
者

欠
席
者

暮沼勇二郎 君 高山　光雄 君 阿萬　裕子 君
川口　直也 君 波多野　真 君 北園　守生 君
栗田　和典 君 太田　哲郎 君 早川　正倫 君
中林　正人 君 鈴木　恵一 君 伊東　由之 君
山北　秀和 君 安江　寛二 君 原田　好展 君
波多野勝美 君 田中　秀典 君 大野　和宏 君
安川　正勝 君 内海　辰巳 君 田邊　雅彦 君
真城　壮司 君 照井　通夫 君 近藤　和彦 君
伊藤　康司 君 大河　裕之 君 金井　和治 君
國田武二郎 君

本日の協力 35 名 61,000    円
本年度の協力累計 625,000  円



 
伊藤コンサルティング 代表 伊藤彰久様 

「企業及び個人の防犯対策」 

 

皆様、こんにちは。 

只今、ご紹介をいただきました伊藤です。 

本日は、石川さんの依頼で皆様方の前で卓話をさせていた

だくことを光栄に存じます。 

 

「企業及び個人の防犯対策」というテーマをいただきまし

たが非常に幅広い内容で、時間の関係もありますので、皆

様方に身近な防犯対策として、「侵入盗」、「自動車盗」、

「特殊詐欺」に焦点を当ててお話しさせていただきます。 

 

 第一に、「侵入盗」ですが、全国的には減少傾向にあり

ますが、愛知県は、「空き巣」ワースト１位、「忍込み」

はワースト３位、「事務所荒らし」はワースト２位など、

どの手口を見ても全国ワースト３位までに入っています。 

 昨年中の住宅対象侵入盗の認知件数は 1,077 件で減少

傾向にありますが、１件当たりの被害総額は約 153 万円

と高額所得者が狙われています。 

 検挙した「情報屋」や「組織窃盗グループ」の手口を調

べてみますと、まず、情報屋はＳＮＳの書き込み、風俗店

内での会話、各種会員名簿、企業の内部情報等からターゲ

ットの自宅を特定し、外観・駐車車両等から家族の詳細な

情報を収集し、組織窃盗グループに販売します。 

 組織窃盗グループは情報屋の情報に基づき、秘匿性の高

いＳＮＳを利用して仲間を募集し、高所得者方などへの空

き巣や忍び込みを敢行します。 

 彼らは、犯行現場の下見をした上で、インターホンを押

して不在を確認し、運転役、見張り役、犯行役を分業し、

防犯カメラで撮影されても誰かを特定されないように全身

黒づくめで、玄関扉をバールでこじ破ったり、大きく窓ガ

ラスを割って入り込んで、耐火金庫ごと、現金、貴金属・

高級バッグ類を手当たり次第に盗みます。 

 皆様方の中には、「うちは警備会社と契約して機械警備

をしているから大丈夫！」と思った方もいると思いますが、

彼らは警備員が駆け付ける前に犯行を終えて逃走しますか

ら、安心はできません。 

 また、今年に入ってからは、歯科、耳鼻科などの開業医

院を狙った侵入盗が激増（昨年同期比の約 5 倍）していま

す。 

 犯人グループは、夜間・休日の不在時を狙って医院の出

入口ドアや窓ガラスを破って侵入し、短時間のうちにレジ

の現金や耐火金庫等を盗み出しています。 

 

 こうした侵入盗を防止するためには、①必要以上の現金

を保管しない、②警備員が駆け付けるまでの間、破壊や搬

出に耐えうる性能を有する防盗（盗難を防止する）金庫の

活用や金庫をベースボードに固定し搬出できないようにす

る、③防犯性能の高い玄関ドアや窓にリフォームする、④

機械警備に加入し、自宅の外周に侵入を検知できるセンサ

ーを設置する、⑤早い段階で異常を知らせるシステムや異

常時に警報音が吹鳴するよう警備会社に相談する、⑥防犯

カメラを複数設置し、撮影している旨を表示するなどの対

策が効果的です。 

 

 第二に、「自動車盗」ですが、昨年 1 年間に愛知県下で

745 台の自動車が被害にあっています。これは前年の約

1.5 倍で、今年は 6 月末までの間に昨年同期と比べて約

30％も増加しています。愛知県はもともと自動車盗の多い

県で今年もダントツで全国ワースト１位となっています。 

 昨年の被害を車種別にみてみますと、プラドを含むラン

ドクルーザーが約２６％、レクサス LX が約 16％、プリ

ウスが約 15％といった特定車種に被害が集中しています。

この３車種だけで約 57％も占めています。自動車の施錠

だけの対策では防ぎきれず、純正のセキュリティーも無効

化されている実態もあります。 

 手口としては、①ハンドル固定装置を設置したが、工具

で切断されて盗まれた、②タイヤロックを設置したが、自

動車の馬力等により破壊されて盗まれた、③車庫内で駐車

していたが、シャッターを破壊されて盗まれた、④駐車場

を囲ったフェンス等を工具で切断されて盗まれた、⑤前方

に駐車した別の自動車を何らかの方法で移動させて盗まれ

た、⑥周辺の地域一帯で自動車のナンバープレートと封印

が一晩で連続に盗まれたという実態があります。 

ナンバープレートと封印を盗むのは自動車を盗んだ直後に

ナンバープレートを付け替えて警察に察知されにくいよう

にするためです。 

 また、自動車メーカーは最新の機種にはコンピュータシ

ステムで施錠を制御していますが、最近検挙された自動車

窃盗グループは、「CAN インベーダー」と呼ばれる新手の

手口で自動車を盗んでいます。この「CAN インベーダ—」

とは特殊な装置でシステムにアクセスして開錠するもので

愛知県内では、数年前からこの手口の被害確認されていま

す。 

  

これらの被害防止対策としては、純正のセキュリティのみ

に頼らず、追加の電子機器類を設置するなどの対策が効果

的です。 

 例えば、電子的 ID によりエンジン始動を制御する追加の

イモビライザーを設置したり、ドア等を開錠した際の吹鳴



により周囲に異常を知らせる警報機、盗難被害後の位置情

報を把握する GPS を秘匿に搭載する、ハンドル固定装置

やタイヤロックを複数設置したり、防犯カメラや照度の高

いセンサーライトを設置するなどの駐車場対策や、ナンバ

ープレートをナンバープレート盗難防止ねじで固定するな

どの対策が有効です。 

 どうか皆様方もご自分の愛車が盗まれないように複数の

防犯対策を施していただくようお願いいたします。 

 

 第三に、「特殊詐欺」ですが、皆様方は巧妙な手口に騙

されないと思いますが、皆様方のご両親や身内の方が被害

にあわないようにお話しします。 

 特殊詐欺とは、オレオレ詐欺、還付金詐欺などいろいろ

な手口がありますが、電話をかけるなどして対面すること

なく、相手を信用させ、現金やキャッシュカードを騙し取

る犯罪の総称です。  

 犯人は、警察官、役所、百貨店、金融機関、銀行協会な

ど様々な身分を装って、自宅の固定電話に電話をかけてき

ます。 

 新聞などで特殊詐欺にあったという記事をよく見かけま

すが、愛知県下で昨年１年間に 874 件の被害が発生して

います。被害総額は 13.7 億円です。 

 私などは、息子などからの電話で、「会社のお金が入っ

たカバンを電車に忘れて戻さないとクビになるから、お金

を貸してくれ。会社の同僚が取りに行くから渡してくれ」

などと言って受け取りに来た男に数百万円も渡すなんて信

じられませんが、息子の声が分からず、タンス預金の大金

を渡す被害が後を絶ちません。 

 被害の約８割は犯人からの自宅の固定電話への架電を契

機に発生しています。 

 特殊詐欺の被害者は、年齢割合としては 60 歳代以上が

全体の約 94％を占めています。性別では、女性が被害者

全体の約 74％を占めています。高齢者というのはいかに

多額の現金を自宅に置いているかということですね。 

 こうした被害を防ぐために、警察では。金融機関職員な

どに出金の際、声掛けを依頼しています。昨年中、被害に

遭いそうになっている方への声掛けにより、573 件、（約

２億３千万円の被害が未然に防止されています。 

 コンビニの店員や金融機関の職員が、警察署長から感謝

状を貰っている写真がよく新聞に載っていますが、あれは

声掛けなどにより被害を未然に防止した感謝の気持ちです。 

 また、愛知県内では、他の県に比較して「自宅に保管中

の現金」の被害が増加しています。そのため、限度額の制

限がある ATM で振り込むのと比べると、１件平均の被害

額が約 200 万円と高額になっています。 

 こうした特殊詐欺の被害を防ぐ対策としては、①必要以

上の現金は、自宅に置かずに金融機関に預ける、②在宅時

でも自宅の固定電話を常に留守番電話設定にして相手を確

認する、③自宅固定電話は「迷惑電話防止機能付き電話機」

を利用するなどの対策が有効です。 

 今お話しした「迷惑電話防止機能付き電話機」とは、登

録のない番号、非通知番号を着信拒否する機能、相手に対

し「通話内容を録音する」旨を警告する着信前の警告機能、

相手の番号を表示し、記録する機能、通話内容を録音する

機能を有する電話機の総称で、「特殊詐欺対策電話機」、

「防犯電話機」等とも表現されています。 

 １万円台から家電量販店売っていますので、高齢の親御

さんがいる方は購入する価値はあると思います。 

 最後になりますが、ATM コーナーで携帯電話で通話し

ながら ATM を操作している人がいましたら、特殊詐欺の

被害者になる人に間違いありませんから、「詐欺じゃない

ですか？」と声をかけるか、金融機関職員に知らせるなど

して、被害防止にご協力をお願いします。 

 それでは、この辺で卓話を終わらせていただきます。ご

清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


