
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博実 

◎点鐘             会長 萩生田政由                                                    

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

｢四つのテスト｣の唱和  

SAA・親睦委員会 峯岸 忠                  

◎お客様紹介          会長 萩生田政由 

 多摩中央警察署長         荒島 康行様 

 多摩中央警察署 警務係      石原 泉雄様 

 東京江戸川ＲＣ          森本  弘 様 

  

◎会務報告           会長 萩生田政由 

１．ＲＬＩパート１開催のお知らせ 

ＲＬＩとは、ロータリーリーダーシップ研究会の    

略で、１９９２年ニュージャージー州第７５１０       

地区で始まりました。日本では第２７５０地区が 

２００８年６月に最初のＲＬＩパート１が実施され、

継続開催されています。 

今年度は１０月８日（火）９時半より１８時まで国立

オリンピック記念青少年総合センターで開催。会費は

１人２０００円です。 

なおパート２は２０１４年２月４日、パート３は 

４月３０日を予定しています。 

２．多摩東グループ合同親睦例会のご案内 

日時 ２０１３年１０月３１日（木）京王プラザホ 

テル多摩 １６：００登録１７：００合同例会（ア

ポロ）１８：００より懇親会（３Ｆ白鳳の間）会費

１人６０００円 ９月１７日（火）までに参加人数

を報告。 

３．本日例会後、事務局にて第５回定例理事会を開催し 

  ます。役員、理事の方はご出席をお願い致します。 

◎幹事報告           幹事 三田みよ子 

１．配布物 ロータリーの友９月号 

２．回覧 ９月号ガバナー月信。１０月３１日多摩東 

グループ合同親睦例会出欠表。バギオだより。「東

京オリンピック２０２０招致、猪瀬知事より協力依

頼メッセージ」。那覇西ＲＣのご案内。国際ロータ    

リー２５３０地区（会津の里）ご案内。 

 

 

 

 

 

 

 

◎創立23年を記念して乾杯     

SAA・親睦委員長 杉山 真一 

皆様御起立お願いします。 

東京多摩グリーンロータリーク

ラブ創立２３周年を祝し、益々の

発展と、本日御来臨のお客様、会

員の皆様方のご健勝を祈念致し

まして元気よく御唱和お願いい

たします。「乾杯！」 
 

【 委員会報告 】 

◎出席報告   

出席奨励委員会 峰岸 千尋 

会員総数              35名 

出席義務者数             26名 

出席義務免除者          9名 

出席者数 出席義務者       22名 

出席義務免除者          7名                              

計               29名 

出席率    29/33 =  87．88％ 

第1070回例会（8/20）訂正出席率 78.79％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 
 東京江戸川RC 

 森本 弘様  お世話になります。 

 萩生田政由  多摩中央警察署長 荒島康行様 

        本日の卓話よろしくお願い致します。  

 三田みよ子  荒島署長様卓話宜しくお願いします。 

 足立潤三郎  荒島署長 本日 卓話有難うござい 

        ます 宜しくお願い致します。 

石原様ようこそ。 

 荒瀧 義機  荒島康行署長様 石原泉雄様  

ようこそいらっしゃいました。 

卓話楽しみです。 

 遠藤 二郎  荒島署長様 石原様ようこそいらっ

しゃいました。 

 伊藤 英也  多摩中央警察署 荒島署長卓話宜しく 

        お願い致します。 

 伊澤ケイ子  お客様ようこそ。 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１３～２０１４年度 

 

人と地域に寄り添う奉仕で、魅力的なクラブを！             

 

 



 

 菊池  敏  多摩中央警察署長 卓話楽しみにし

ております。 

 小坂 一郎  荒島様、石原様 本日は宜しくお願 

        します。 

 峯岸  忠  お客様ようこそ 卓話よろしくお願

いします。 

 宮村  宏  警察署長 他の皆様ご苦労様です。 

 村上  久  荒島署長様ようこそ。 

 中谷 綋子  お客様ようこそ。 

 齋藤 誠壽  天候が急変しますね 署長様卓話 

        楽しみにしています。 

 関岡 俊二  荒島様ようこそ。  

大石さん写真ありがとうございます。 

 澄川  昇  荒島署長様卓話よろしくお願い致し 

ます。   

 田﨑 博実  先週いただけた写真がすばらしかっ

たです。 

 海野 榮一  クラブ創立 23 周年記念例会おめでと

うございます。 

        先月は誕生日祝を頂きありがとうご

ざいました。 

        大石さん写真をありがとう 

 森本 由美  多摩中央警察署長さま、お忙しい中 

        ようこそいらっしゃいました。 

        本日の卓話を楽しみにしています。  

本日の合計￥２６,０００（累計￥２６０，０４８） 
 

◎その他委員会 

★障がい者テニス      実行委員長 山田 文夫  

今回１１回目になります。１０月７日例年通り一本杉公

園テニスコートで行います。宮村テニスのコーチの方々

に協力して頂き、多摩市立落合中学一年生にも協力して

もらいます。１０月７日雨の時は１０日になります。両

日とも出席予定でお願いします。役割分担は後日お知ら

せ致します。 

★広報委員会        副委員長 海野 榮一 

ロータリーの友に「米山奨学事業制度」の説明が先月、

今月と掲載されています。今月号には「ロータリーの新

たな出発―再生―」という欄も興味深いものです。ぜひ

お読みください。 

★募金委員会          委員長 堤 香苗 

先週に引き続き、「東北復興支援」の募金箱を、先週お

休みの方もおりましたのでもう一度回します。ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 菊池  敏 

荒島康行様は昭和５４年から警視庁に入庁され、刑事組

織犯罪対策部門で警察人生の半分を過ごし、平成２５年

２月１９日、多摩中央警察署第２１代署長に着任されま

した。管理職以上の経歴として、城東警察署刑事組織犯

罪対策課長、第一機動隊副隊長、組織犯罪対策部管理官、

巣鴨警察副署長、組織犯罪対策部マネー・ロンダリング

対策官等を歴任して来られました。 

 

 

◎卓話 ｢組織犯罪対策について｣ 

         多摩中央警察署長 荒島 康行様 

 本日は、暴力団の資金獲得活動に関することと、急

増している振り込め詐欺に関して、お話し致します。 

暴力団用語に「しのぎ」という言葉があります。これ

は、彼らが合法・非合法

を問わず、様々な活動に

よって利益を得ること

です。 

よく耳にする例では、違

法薬物の売買、賭博場の

開催、縄張り内の飲食店

などからいわゆる「みか

じめ料」を徴収すること

などです。あまり知られていない例で「カード割」と

いうのがあります。これはクレジットカード会社が加

盟を認めていない 

事業所に名義貸しを斡旋し、客に割増料金と別名義店

使用を納得させた上でカード利用をさせ、割増料金か

ら利鞘を稼ぐ手法です。詐欺幇助になりかねません。

後ろめたいカード利用はしないことです。また未公開

株の斡旋として、いかにも「うまい話」を持ちかける

詐欺があります。世の中に、うま過ぎる話はありませ

ん。お気を付け下さい。 

警察は、暴力団を弱体・壊滅に追い込むために、「ヒト・

モノ・カネ」に着目して、各種対策を講じています。

犯罪組織を衰退させるためには、「カネ」つまり組織の

収益や活動資金を抑えることが肝要であり、そのため

に彼らの資金源犯罪の検挙に力を注いでいます。 

平成23年には、東京都暴力団排除条例が施行され、 

暴力団と交際しない等の基本理念や、暴力団への利益

供与の禁止などが規定されています。何卒、皆様には

ご理解とご協力をお願い致します。 

次に、振込詐欺についてお話します。今年は振り込め

詐欺が急増していることに加え、内容も多種多様で分

かりにくいことから、都民にアンケートをとるなどし

て「母さん助けて詐欺」とも呼ぶようにしています。 

今年発生している振り込め詐欺として、よく用いられ

ている口実は、｢会社のカバンを紛失した。中には小切

手が入っていた。会社の上司も金策に走り回っている

が、至急お金を貸してほしい｣と言うもの、「不倫の相

手を妊娠させてしまった。示談金が必要だ、至急お金

を貸してほしい」あるいは｢会社の金に手をつけてしま

った。至急弁償しなければならないのでお金を貸して

ほしい」などがあります。当署管内はもとより、隣接

している日野・町田・府中・調布などでも振り込め詐

欺が多発していますので、皆様には十分注意して頂き

たいと思います。 

 

◎お礼と点鐘          会長 萩生田政由 

祝、２０２０年 東京オリンピック開催決定！ 

皆さん、それまで元気で大会の成功に協力しましょう。 

（今週の担当：関岡 俊二） 


