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第２０１1年３月１６日（水）くずはゴルフ場 

 

どこで会っても やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ 

遠い時には 手を振り合おうよ 

 それでこそ ローローロータリー 

 

 

♪♪今日の歌｢それでこそロータリー」今日の歌｢それでこそロータリー」

 

 

   「くずはロータリークラブ会員による…私の履歴書私の履歴書」 
   このコーナーは他の会員に対して自分をアピールする場と考えています。 

   「私はこんな人間」「ロータリーでの忘れられない思い出」などなんでもOK。 
 

      今週は   重田 惠年  会員 

 

 私は京都の呉服卸商の三人兄弟の長男として昭和24年2月に京都市右京

区に生まれました。幼少の頃は嵐山の渡月橋の下で釣りをした思い出があり

ます。 大学時代には勉強もせずクラブ活動(応援団)に没頭していました。大

学の4回生になるとクラブ活動も一段落し、それからは車のレースに興味がわ

き、B級ライセンスを取り、車のタイムレースであるジムカーナに懲り、サーキッ

トを走っていました。 

 やがてそのブームも終わり、何か打ち込めるものはないかなと思っていた

ら、京都の北区上賀茂の喫茶店に友達と行った時、店のスクリーンに世界

大級のヨットレースであるアドミラルズカップのヨットレースが上映されており、

数十隻の７０フィートであるマキシボートが太平洋でスピードを競い合っていました。それ

を見てこれやと思い、さっそく、船舶免許を取り、親父を騙し資金を借り、友達と中古の小

さなクルーザーヨットを買いヤマハマリン主催のレースに参加しましたが、何せよ腕も未熟

で船が小さく、中古艇だから走らず９０隻中８４位、しかもあとの６隻は、故障で棄権、結局

下位でした。やがて社会人になり、給料をほとんど新しいクルーザーのために使いまし

た。３０フィートのクルーザーを買い、１２年間ほぼ毎週、船に乗りレースの練習をしていま

した。その努力の結果ヤマハのレースで２度

優勝することが出来ました。今でも懐かしく思

います。 

 

 ４５才からはチヌ（黒鯛）釣りにはまり、くずはの釣り仲間が集まって日本海、

太平洋と徹夜で車を走らせ、早朝から夕方まで釣りイカダに乗り、多い時は３

５センチから５０センチ級２０数匹を釣り上げた時もありました。ただ坊主の時

もたくさんありました。それも大変楽しかった思い出の一つです。 

 私が今の会社を起業したのは平成元年でバブル経済の頂点でした。ただ

あのバブルは異常であると当時思っていましたから、そのせいもあってバブ

ルには影響されませんでした。 

 

 平成４年には我々の団体でもある全日本不動産協会の理事になり副支部

長等を歴任し、今は後輩に席を譲り、今は常任相談役として後進の指導、相

談にあたっています。 

 今の事業をして、ここ数年はまったく無趣味で毎日を過ごし、年に数回、妻

と二人で１０年前に建てた岡山県の蒜山高原にある別荘に行って、別荘仲間

と陶器を焼いたり、近くの温泉が多いため温泉めぐりをしたり、春には山菜取

りをしたり、また、裏のデッキで野鳥の鳴き声を聞き、マイナスイオンを浴びな 

                           がら朝食をとったりして日頃のストレスを解消しています。 
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 会 長 通 信 

 先日大地震の翌日、守口ロータリークラブ創立

50周年記念式典に出席してまいりました。 

 このような時なので式典を取り止めるというお

話もあった様にも聞きますが、実行することも次

につながる様だという事で当日挙行されたとの事

です。 

 その時、老ロータリアンの挨拶の中で「人生に

は３つのサカがあります。上り坂、下り坂、まさ

かであります」と！ 

 その「まさか」の時であります。未曾有の大地

震、それにともなう大津波。ライブで観るだけに

心が痛む最大のものであろう。今できる最大の力

を結集して一人でも多くの方を救出してほしい。

できるだけ多くの人々のよろこぶ顔を見たいもの

です。出来るだけ速く速く、時間との戦いであ

る。 

 今こそ日本人の心・精神を問われる時なので

す。本来、日本人のもっている心を前面に打ち出

して行動することを期待しています。 

第第176176２回例会プログラム２回例会プログラム  

                                          司会 林(克)副SAA 

●１２：４０ 開会の点鐘                岩本会長                         

●友情と親睦の握手                  全会員  

●国歌斉唱                                          〃 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」      〃                    

●お客様紹介                      親睦委員  

●幹事報告                        山口(尚)幹事 

●委員会報告 

 ・出席状況報告                          中谷副委員長                             

●外部卓話「輝く瞳に会いに行こう」  

  NPO法人タイ国日本語教育環境支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事長 原田 義之様 

                             紹介者 平尾公介会員                         

●その他  

 ・ニコニコＢＯＸ報告                 林(克)副SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                 岩本会長 

 

    

守口創立RC50周年記念式典に出席して 

 自衛隊・警察・消防等の関係者には、頭の下

がる思いであり、これは日本人の持っている心

のあり様である。子供たちの未来につながる

様、心を大切に育てる行動を願っているので

す。 

 外は春が近い。それに比べ被災地に写る映像

では心の中で非常にくやしいが雪降っている。 

 被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げ

ます。 

 がんばれニッポン！ がんばれニッポン！ 
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卓 話 

「悪徳商法」            多田利生 会員 

 人の欲や弱みにつけ込んで、

金銭をだまし取ろうとする商法の

ことを総称して悪徳商法といいま

す。インターネットや携帯電話の

普及、高齢者世帯の増加など、

社会情勢の変化に合わせて悪質

商法の手口は多様化していま

す。街角で声をかけて勧誘するものや訪問販売、ダイレ

クトメール、電話勧誘など、あらゆる手口で人々を狙って

います。 

〇悪徳商法の主な種類 

＊マルチ商法            ＊点検商法    ＊催眠商法 

＊キャッチセールス ＊資格商法      ＊内職商法 

＊霊感商法      ＊融資詐欺  

 

 「信用を確認するため」と 初に金を振り込ませる融資

詐欺とは、融資をするように装って「信用度を確認する」

「保証金」「保険料」「保証料」「紹介料」などの様々な名

目で支払いを要求し、口座に金銭を振り込ませて騙し取

る詐欺のことであり、振込詐欺と同一形態です。企業を相

手に商工団体などを名乗り、中小企業支援のため低金

利融資を装う場合や、個人を相手に消費者金融などを名

乗る場合があります。個人向けの融資詐欺は別名「貸し

ます詐欺」とも呼ばれています。 

 

 貸します詐欺によく見られるのは、メガバンクや大手クレ

ジット会社などの有名企業と似た社名を名乗ったり、大手

消費者金融会社の広告物をスキャナで取り込んで電話

番号を書き換えたダイレクトメールを送りつけたりして勧

誘するケースです。 近では、電子メールや新聞折込広

告、ギャンブル誌、アダルト誌などで勧誘するケースも増

えてきました。 

 

 広告内容に、通常の融資では有り得ない金額や有り得

ない低金利を謳って客をおびき寄せ、詐欺行為を働くの

が手口です。大手・準大手の消費者金融会社は、ほとん

どがダイレクトメールによる融資の勧誘を行っていないた

め、個人向けの融資のダイレクトメールはほぼ間違いなく

ニセ物と言ってよいでしょう。 

 

 私の場合の手口はこうでした。１０年ほど前ですが１千

万円ほど仕事で立て替えなくてはいけないようになり、銀

行に話をしようと思っていたときです。スポーツ新聞の広

告欄に三井オフィシャルクレジットの会社名で低金利年

利２パーセント審査１日、審査後３日以内に融資、保証人

不要と書いてありました。電話をすると名前・住所・生年

月日を聞かれ、審査をするので１時間後に連絡下さいと

いわれ、１時間後にかけると、多田様の場合２千万円ま

で融資可能ですといわれました。その後必要書類をＦＡ

Ｘしますので、東京の支店に送りなおしてくださいといわ

れたので、たまたまＪＣで次の日に東京に行く用事があっ

たので、明日たまたま東京に行くので持参しますと言う

と、困った様子でいったん電話を切られ、５分後にかかっ

てきて、手続き上ＦＡＸでないとだめですといわれたの

で、言うとおりにしました。 

 

 次の日にまた連絡があり、保証人不要のため保証料が

必要ですといわれ、２千万円に対しての保証料８０万円

振り込むようにといわれ、おかしいなと思って一旦電話を

切りＮＴＴに電話して住所を調べてもらうと、住所と電話

番号が一致してないし、その住所自体が存在しないこと

がわかり、すぐお前とこ詐欺やろと電話し口論になりまし

た。なんか腹の虫が収まらず、３日後くらいに電話をかけ

ると、もうつながりませんでした。 

 

 会社のホームページを見ると信用できるようなつくりに

はなっていますし、電話の対応もなかなか見事なもので

した、引っかかった人も多数いるみたいです。 

 

 あと多いのが出会い系詐欺。出会い系詐欺には色々

な仕組みがありますが、一つの事例を紹介させていただ

きます。「〇年〇月〇日にサイトに登録し、３５歳の既婚

者、割り切り希望と書き込みされましたよね。退会手続き

が行われてないまま放置されていますので、年会費が２

年分で、３万円になります。至急振り込んでいただかない

と、どんどん増えますよ。」といわれます。「家に行くぞ」と

か、「近所に言うぞ」と脅されたり、しかし強気で言い返す

と次の日からはかかってこなくなるそうです。 

 

 その後３社くらいから同じような手口で「債権回収業者

です。金額は２０～４０万円位」との請求の電話がかかっ

てきます。そのうちの１社にひつこく電話をかけると、詐欺

を認め手口を教えてくれました。登録した業者が詐欺グ

ループ数社に登録の際の個人情報を一人当たりいくら

かで売っているそうです。 

 

 こんな詐欺だらけの世の中どうしたらよくなるのでしょう

か。こういうやつ達をのさばらせない為にも、まず皆さん

が引っかからないことが大切です。 

 お年寄りの方々や借金に困ってる人、少しでもお金を

稼ごうと内職を探してる人たちを、言葉巧みに引っ掛ける

詐欺グループ、本当に許せませんね。 
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第１７６１回例会出席報告（３月９日） 

会員総数 出席者 出席率 

５８名 33名 63.46％ 

    第１７58回例会補正後出席率 80.77％ 

メーク ４名  欠席 １０名  除外 ７名 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 

創立：1974年5月30日承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月6日 
         会    長   岩本 昌治     
         広報委員長   西田 英夫 
 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
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3/23 

（水） 

・外部卓話 東和男棋士（7段） 

 紹介者 嶋田愛親 会員 

3/30 

（水） 

・卓話  三木 彰  会員 

・三九会 

4/6 

（水） 

・卓話 畠仲 聡 会員 

・定例理事会 

4/13 

（水） 

・新旧ガバナー補佐訪問 

・卓話 金森市造会員 

・被選理事会 

○本日の配布物 

①卓話資料 

○本日の回覧物 

①東北関東大震災義援金のお願い 

②枚方フェスティバル2010 冊子 

○行事等出席報告 

3/12 クラブ国際奉仕・WCS委員長会議       日野 

3/12 守口RC50周年記念式典      岩本、山口（尚） 

〇行事等出席予定  

3/19 会長エレクト・地区チーム研修セミナー   

                          山口(伊)、金森 

3/26 第2回職業奉仕委員長会議           北村 

3/29 地区協議会事前説明会             金森 

4/23 2011-12年度のための地区協議会 

             山口(伊)、初木、三木、北川、畠仲 

             國田、日野、中野、小林、森、金森 

     

今後の予定  報告事項 

三九会 

 

＜三九会のご案内＞ 

＊日 時  2011年3月30日（水）14:00～19:00 

＊場 所  料亭「畑かく」  075-441-0610 

＊会 費  ¥17,000  

＊締 切  2011年3月16日(水) 

ニコニコ箱 合計 ¥15,000 累計   ¥822,000 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊誕生日の祝品を頂いてのよろこびに    吾郷泰廣 

＊多田会員のすばらしい卓話に感謝して  米田 勉 

 

月 火 水 木 金 土 日 

3/14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 31 4/1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

       
例会 定例理事会 

外部卓話 

職業奉仕 
委員長会議 

会長ｴﾚｸﾄセミナー 

地区ﾁｰﾑ研修セミナー 

            201１年  ３月～４月 

例会

例会

例会

枚方RC50

周年式典 

＜献血キャンペーン＞ 

2011年３月２９日（火）は 

献血キャンペーン 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

牧野生涯学習市民センター 

 

＊４００mL献血にご協力をお願いします 

外部卓話 


