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石原 安 親睦委員
山川 哲史 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー
「手に手つないで」

お客様紹介

平野 和枝 親睦委員

神奈川県中原警察署 署長 田中 武志 様
神奈川県中原警察署 生活安全課 課長 小田 聡 様
神奈川県中原警察署 警護係 亀井 勝一 様
中原地区警察官 友の会 会長 簑原 利憲 様

出席報告

洪 征治 出席委員

会員数 58 名

出席 40 名

前々回訂正

欠席 19 名

（対象外 6 名）
（対象外 7 名）
欠席者
花田君
三浦君
松下君
岡本君

波木井君
宮崎君
茂木君
重田君

会長報告

濱田君
溝淵君
三平君
色摩君

欠席 18 名

出席率 76.92%

MAKE UP 3 名

訂正出席率 80.77%
貝田君
松山君
妻鹿君

上山君
峯岸君
野口（哲）君

大塚 正一 会長

2017 ～ 18 年度 地区研修 ･ 協議会の報告書が届いてお
ります。当日ご参加いただいた皆様には、先週の例会
でお渡しいたしました。ご一読いただき、委員会活動
に活かしていただければと思います。

幹事報告

帯谷 昌充 幹事

他クラブ例会臨時変更
●川崎西北 RC
8 月 10 日（木）例会場変更
川崎信用金庫登戸支店 点鐘 12：30
8 月 17 日（木） 休会
8 月 31 日（木） 夜間例会 柏屋 点鐘 18：30
●川崎西 RC
8 月 11 日（金）休会

●川崎中原 RC
8 月 17 日⇒ 24 日（木）早朝例会
精養軒 点鐘 7：30
10 月 19 日⇒ 26 日（木）昼例会に変更
ガバナー公式訪問 点鐘 12：30

精養軒

委員会報告
広報・公共イメージ向上委員会 野口 隆一 会員
地区のホームページが更新されました。Google カレン
ダーと連動した地区のカレンダーがご覧になれます。是
非、ご利用ください。
佐久間 馨 2015 ～ 16 年度 幹事
前年度会長・幹事慰労会のご案内
日時：8 月 9 日（水）18：00 ～
会場：マヤ レストラン 会費：6,000 円
ゴルフ同好会 横山 芳春 会員
第 1 回大塚会長杯
日時：9 月 20 日（水）
会場：平塚富士見カントリークラブ

卓話
神奈川県中原警察署 署長

田中 武志 様

先ほどの「手に手つないで」
にありましたように、川崎
北 RC と中原警察署と手に

手をつないで、今後もご支
援をしていただければと思
い ま す。 よ ろ し く お 願 い
します。署長を勤めるのは、
初めてです。一国一城の主
として、最高責任者として、
重責ではございますが、約 4 ヶ月、皆様のご尽力をい
ただき、また署員の頑張りもありまして、なんとか安全・
安心を確保できているのではないかと思います。
昨年から比べると、犯罪認知件数は減少傾向にあります
が、高齢者が被害者になるようなオレオレ詐欺のような
犯罪が増えております。また、交通事故件数なども昨
年から増加傾向にあります。なんとか、指数的なこと
よりも、肌で実感できる安全を確保していきたいなと思
うことが 1 つです。もう 1 つは署員に対して、誇りと

絆を大切にすることを言い続けております。著しく発
展したこの街ですが、交番などで住民の皆様と触れ合
えることを大切にするように指導しております。住民
目線を大事にしていくようにと署員に言っております。
今後とも、よろしくお願いいたします。

神奈川県中原警察署 生活安全課 課長
「サイバーセキュリティについて」

小田 聡 様

現在、インターネットは日常生活や経済活動に欠かせ
ない便利なものになっています。しかし、その利便性
が増す一方でインター
ネットを悪用した犯罪
が増えており、誰もが
巻き込まれるおそれの
ある身近な脅威になっ
ています。最近の傾向
としましては、児童ポ
ルノや児童買春などの
わいせつ事犯が多くあ
りますが、詐欺、著作
権法違反、商標法違反、ストーカー犯罪なども増加し
ています。
標的型メール攻撃といったように、特定の企業や組織
などに狙いを定めて、ファイルを添付したメールなど
を送りつけて攻撃をする犯罪も少なくありません。メー
ルの内容は、取引先を装って業務に関する内容のメー
ルを送ってくる場合もありますし、特定の企業の特定
の役職などの個人レベルまでターゲットを絞り込んだ
内容を作りこむなど、見破ることが極めて難しいもの
もあります。
インターネットバンキングを狙った犯罪も発生してお
り、実際に神奈川県内でも数千万円のお金が口座から
不正送金された事例があります。不正送金の被害にあっ
た場合は、銀行の補償対象として被害額が戻ってくる
場合もありますが、その際には、ウイルス対策やワン
タイムパスワードの使用などの必要な対策がとられて
いたかなど、被害者側の過失の度合いによって補償額
が変わりますので全額が戻ってくるかはわかりません。
たとえ全額補償されたとしても、補償額が振り込まれ
るまでにかなりの時間がかかり、その間に資金がつな
がらなくなり取引先への支払いが滞ることにもなりか
ねません。
これらの犯罪は、ウイルスの感染によるもので、送られ
てきたメールによるものと閲覧したホームページから
感染するものとがあります。怪しいホームページを閲
覧しなければ大丈夫だとお考えになる方もいらっしゃ
ると思いますが、正規のホームページが改ざんされて、
不正なプログラムが埋め込まれている場合もあります。
また、閲覧中に偽物のウイルス感染警告画面が表示さ
れ、ウイルスに感染していないのに「ウイルスが見つ
かった」などと嘘の表示を使って、表示された画面の

電話番号に電話をかけさせ、お金を騙し取るケースも
あります。
これらの手口を見ると、メールに添付された実行ファイ
ル形式のファイルを開いてウイルスに感染した事例が
多くありますが、ファイルの拡張子が偽装されていて
見破るのが難しいケースもあります。まず、基本的な
考え方としては、セキュリティの各種対策によってリ
スクがゼロにはならないということです。つまり、基
本的な対策や有効な対策を複合的に行ってリスクを下
げることが必要です。
会社として採るべき対策として経済産業省の、独立行
政法人 情報処理推進機構（IPA）策定の「サイバーセキュ
リティ経営ガイドライン」をご覧ください。
これにより、会社はもちろんのこと社員や、その家族、
また株主などの安全を守ることができるのです。

ニコニコリポート

朝山 浩 副会場監督

中原地区警察官友の会 会長 簑原 利憲 様
久しぶりに御邪魔します。本日は小生が会長をして
おります中原地区警察官友の会の関係で署長の応援
に来ました。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
中原警察署 署長 田中 武志 様、生活安全課 課長 小
田 聡 様、警護係 亀井 勝一 様、本日はようこそお
いでいただきました。田中様、小田様、卓話宜し
くお願いいたします。
武田 信平 君
サッカー U-23 アジア選手権予選が 7 月 19 日から
23 日にかけてカンボジアにて行われました。フロン
ターレからは、板倉 滉 選手と三好 康児 選手が日本
代表として出場。中国、カンボジア、フィリピンと
戦い 2 勝 1 敗でグループ 2 位となり、来年 1 月に開
催される本大会への出場が決まりました。中国戦の
敗戦を糧に本大会では優勝してほしいと願います。
戸川 俊雄 君、洪 征治 君、谷口 一成 君
今年もかわさき鈴虫祭り季節になりました。賛助会員の
募集をしております。多くの会員のご賛同をお願いいた
します。

小林 政男 君、松波 登 君
中原警察 田中署長、よろしくお願いします。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君
中原警察 田中署長、小田様、亀井様、そして友の
会会長簑原様、本日はようこそいらっしゃいまし
た。よろしくお願いいたします。
親睦委員会：谷口 一成 君、平野 和枝 君、石原 安 君
中原警察 田中署長、小田様、亀井様、本日の卓話
よろしくお願いいたします。簑原様ようこそいらっ
しゃいました。

