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ロータリー活動を内外に伝え 
   参加する友達の輪を広げましょう  

【交通事故の発生状況と詐欺被害防止  

    上田警察署丸子警部交番所長 薄井透様】   

 3月の定期異動で丸子警部交番の所長と

して着任しました薄井です。 

丸子交番に着任する前は、30年近く交通

警察、主に交通事故捜査を担当しており

ました。前任は運転免許センターになります。 

久しぶりの交番勤務となりますので、慣れない

ところもあろうかと思いますがどうかよろしく

お願いいたします。 

 本日は、交通事故の発生状況と今話題になっ

ている詐欺被害防止についてお話ししたいと思

います。 

 コロナ禍だけが影響しているのか分かりませ

んが、県下の交通事故は、昨年、一昨年と例年

より発生件数が低く抑えられていました。 

しかし、各種規制が解除されて人が動き始める

と交通事故の発生数が増加に転じています。 

 3月26日には、丸子管内の生田トンネル付近の

道路で歩行者がはねられる死亡事故が発生した

うえ、5月10日に長瀬でも道路横断中の歩行者が

はねられる死亡事故が発生してしまいました。 

 私が丸子に着任して感じることは、非常に通

過交通が多い土地であるということです。 

有料で有ったトンネルが無料化され、今後もト

ラックなど業務関連の車両や観光目的の車両が

増加するものと思われます。 

こういった車両が、私たちが日常生活で利用し

ている道路を通過していくわけですから、注意

しなければなりません。 

丸子は慢性的な渋滞も無いうえ、右折車両のな

い交差点も多く、対向車を気にしながらタイミ

ングを見て右折する機会が多いことから、車を

運転するときは、特に幹線道路からの右左折方

向の横断歩道や自転車に注意をしていただきた

いと思います。 
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又丸子の道路の特徴として、住民だけが知って

いる抜け道が多くあるように思います。 

私が住む中丸子の官舎近くでは、線路道と呼ば

れている道路があり、普段の交通量は比較的な

いのですが、朝夕は多くの車が流れ込んできま

す。 

国道と並行していて便利な道ですが、道幅が微

妙に狭いことや、信号もなく見通しの悪い交差

点だらけで危険な場所だと思いますので、歩行

者も運転者も特に注意してください。 

 ここで、興味深い二つの事例を紹介しますの

で参考にしてください。 

 警察官が事故の話をする時は、ほぼ人身事故

の数値になりますが、管内の物件事故について

調べてみました。 

昨年1年間の物件事故の3分の1はある特定の場所

で発生しています。 

「道路以外の場所」つまりスーパーやコンビニ

の駐車場で発生しているのです。 

道路ではある程度歩行者や車の流れが予想でき

ますが、駐車場内はどの方向から歩行者が出現

するか、車が来るか全く予想できません。買い

物を終えて車に乗った時と、発進するときは状

況が変化していることに注意してください。特

に頭から車枠に車を入れて後退発進するときは

要注意です。 

 二つ目の事例です。 

見通しの良い田園地帯の交差点で、ある程度ス

ピードが出ている二台の車が出合い頭に衝突す

る事故がよく発生しています。 

どちらかの車両のタイミングが少しずれていれ

ばぶつからないのに不思議ですよね。 

この様な事故を「コリジョンコース現象（衝突

するコース）」というそうです。 

同一速度で交差点に向かう車は、斜め45度の位

置に止まって見えることは経験上分かりますよ



ね。 

人間の視野には、物の色や形状がはっきり認識

できる「中心視野」と色や形、又動かない物が

認識しづらい「周辺視野」があり、中心視野は

通常正面から左右に35度と言われています。 

又視野は、速度が上がるにつれ狭くなり、時速

40㎞で100度、時速70㎞で65度、時速100㎞で40

度と言われています。 

従って概ね時速40㎞より早く走行していれば、

斜め45度の位置の車はかなり注意して見ていな

いと見えづらくなることになりますし、田園地

帯では周囲の景色も急な変化はない上、当速度

で走行する交差道路の車両は止まって見えるこ

とからこのような事故が発生すると考えられま

す。 

速度が上がると周辺の物が見えづらくなること

に加えて、最近の車はエアバックが収納されて

いたりしてピラーが太い物もあり、車一台が隠

れてしまうことも事故の発生の一因と考えられ

ます。 

 いずれにしても周囲の安全を確かめていれ

ば、100％防げる事故ですので心配はいりませ

ん。 

 次に詐欺被害防止についてお話しします。 

特殊詐欺と呼ばれるものですが、現在は「電話

でお金詐欺」と名称が分かりやすく変わってい

ますが、最近になり上田署管内でも多発してい

ます。 

事例1：警察官を名乗る電話がかかってきて、

「特殊詐欺の犯人が捕まり、貴方のカー

ドが悪用されていることが分かったの

で、カードの機能を止めなければならな

い」「警察官が行くのでカードを渡して

ほしい」というようなことを話した直

後、警察官を名乗る女性が訪問し、カー

ドの提出を要求するもの。 

   カードを渡してしまったら最後、すぐに

現金を引き出されてしまいます。 

事例2：スマホでネット閲覧中、エラーメッセー

ジが表示され、指定された電話番号に電

話したところ「料金が発生している」な

どと言われ、支払い方法についてコンビ

ニで電子マネーのカードを購入するよう

指示されるものです。 

送金の為電子マネーカードの番号を相手

に伝えたところ「入金手続きがうまくい

かなかった」「返金するのでもう一度

カードを購入し送金をしてほしい」と言

われ数回にわたり送金を求められた事例

となります。 

コンビニの店員からの通報で認知した事

案で未然に防止できたものもありますが

数十万円の被害にあってしまった事例も

あります。 

   また、実際に存在する会社名を騙った 

メールが来て、表示されたURLにアクセス

を要求してくるものもあります。 

その時点ではメールが本物か偽物か見分

けるのは困難ですので、怪しいと思った

ら表示されたURLにアクセスしないでくだ

さい。 

 最後になりますが、コロナは未だ収束したわ

けではありませんが、徐々に普通の生活を取り

戻しつつあります。 

どうか、交通事故や詐欺被害に遭わない安全で

平穏な毎日を過ごされるよう願っていますし、

何かあった時にはお力になれるよう努力したい

と考えています。 

【会長挨拶         内堀敏高会長】 

 今年8月28日に丸子ロータリークラブ

は創立60周年を迎えます。 

11月に記念式典を開催する予定です。会

員一丸となって行うイベントですので皆

さんご協力をお願いします。 

60年前というと私が９歳。小学校2年生です。 

当然ロータリークラブのことは知らず鼻を垂ら

した小僧でした。 

小宮山陽一さんの紹介で入会したのですが、ま

ず国歌「君が代」を歌った時、右翼団体に入会

したと思い口パクをしていました。 

慌てて聞きに行ったら「何も心配する団体では

ない」と言われ一安心しました。 

入会した当初は年の離れたお年寄りが多かった

ように思い、だいぶ緊張していました。 

今の丸子ロータリークラブとはずいぶん雰囲気

が違っていました。 

 本日はオープン例会です。 

丸子ロータリークラブの例会を見ていただくた

めに企画しました。 

大勢の方々にご参加いただきありがとうござい

ます。 

クラブの雰囲気を是非お楽しみください。 

本日は、丸子警部交番所長薄井透様をお招きし

お話をお聞きしますので、ご一緒にお聞きくだ

さい。 

 家庭や仕事からちょっと距離をとって、色々

な職種の人と会うのも一向ではないでしょう

か！！ 

是非本当の姿が見れる懇親会がメインの「夜間

例会」にもご参加いただきたいと思います。 

 



【例会の記録】                

*ＳＡＡ 栗木悦郎さん 

*司  会 奥寺浩司さん 

*ゲスト 丸子警部交番所長 薄井透様 

    長島定子様 

    山宮克依様 

    時任公大様 

*ロータリーソング それでこそロータリー 

【出席報告】  

 会員数     38名（内女性7名） 

 本日の出席者  11名（出席率 44.0％） 

 修正後の出席率 60.00％  

 ラッキー賞 長島三夫さん 

    ありがとうございます。 

    本日は会社のスタッフも参加させてい 

    ただきました。 

    良いお土産が出来ました。 

【幹事報告        掛川浩邦幹事】 

今週の着信 

・第2600地区事務所より 

  新旧合同会長・地区チーム会議開催案内 

  ライラ開催のお礼送付 

・東信第1、第2グループより 

  「ＩＭ・会員セミナー」報告ＤＶＤ送付 

・第2600地区インターアクトより 

  インターアクト地区大会開催案内送付 

・櫻井羽菜さんより 

  短期交換学生派遣時期決定の連絡 

  7月から9月までフランスへ短期留学 

  受け入れ学生は来年7月から9月来日予定 

・信州国際音楽村より 

  信州ルネッサンス2022開催案内 

今週の配信 

 会報第2777号（ホームページ） 

週報恵送 

 上田東ＲＣ 

【ニコニコＢＯＸ報告】 

「本日はお招き頂きありがとうございます。」 

               薄井透様 

「丸子警部交番所長薄井様卓話ありがとうござ 

います、宜しくお願い致します。」 

「オープン例会にお越しの皆様ありがとうござ 

います。」 

内堀敏高さん、佐藤重喜さん、小宮山陽一さん 

長島三夫さん、服部正さん、斎藤育子さん 

奥寺浩司さん、佐藤恵太さん、山浦智城さん 

   今週の喜投額  13,000円 

   今年度累計額 454,000円 

 

 

    

  
【次年度活動について 宮本伸司会長エレクト】 

 いよいよ次年度に向け準備を始めていきたいと

思います。 

先ずは、クラブ活動計画の作成を、各委員会委員

長はお願いします。（6月6日提出期限） 

すでにお願いしておりますが、 

次年度は、ガバナー補佐選出クラブとして 

 ＩＭ・会員セミナーの開催（2023年2月18日） 

 新年合同夜間例会の開催（2023年1月12日） 

 東信第二グループ合同奉仕活動の開催 

の3事業を佐藤重喜ガバナー補佐中心に企画・運営

を行いますのでご協力をお願いします。 

また、創立60周年記念式典（2022年11月19日）を

行います。 

実行委員長は内堀敏高さんです。 

委員長中心に準備を始めておりますので、皆さん

のご協力をよろしくお願いいたします。 

その他、各委員会新企画、前年度からの継続事業

を各委員長は計画を立て実行していただきたいと

思います。 

次年度1年間よろしくお願いいたします。 

 委員会委員長名 

 クラブ奉仕委員長    山浦智城さん 

  出席・にこＢＯＸ委員長 服部正さん 

  親睦・プログラム委員長 齊藤加代美さん 

  公共イメージ委員長   小宮山陽一さん 

  会員増強・退会委員長  内堀敏高さん 

  ロータリー情報委員長  長島三夫さん 

  奉仕プロジェクト委員長 井田宗広さん 

  職業奉仕委員長     竹花富成さん 

  社会奉仕委員長     井出浩史さん 

  国際奉仕委員長     長島三夫さん 

  青少年奉仕委員長    奥寺浩司さん  

  地区補助金事業委員長  栗木悦郎さん 

  中学1年生野球大会委員長 掛川浩邦さん 

  ロータリー財団委員長  松井幸夫さん 

  米山記念奨学会委員長  小宮山陽一さん 

以上の方々はよろしくお願いいたします。 

 次年度は、クラブとして沢山の行事を行わなく

てはなりません。 

ガバナー補佐佐藤重喜さん、補佐幹事服部正さん

副幹事佐藤恵太さん、井出浩史さんを中心に、会

員皆さん全員のご協力が必要になります。 

是非ご協力をお願いいたします。 
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【会長挨拶 内堀敏高会長】 

 皆さん今晩は。 

 今日は桜ロードの草取りを行った後夜

間例会ということでしたが、直前の雨で

草取りを中止にしました。それでも小雨

の中草取りに参加してしてくださった方々あり

がとうございました。 

特に井田さんは、連休中も草刈りをしていただ

きありがとうございました。 

 今日はいつもより早い時間での夜間例会にも

かかわらず、大勢の参加ありがとうございまし

た。 

 あと1ヶ月で私の任期も終わります。コロナ禍

でもあり中々例会も思うように行われず、Ｉ

Ｍ・会員セミナー、先週予定の地区大会も直前

で中止になってしまいました。大変残念でした

し、なんだか振り回された感もありました。 

色々ありますが、今日は楽しく飲みましょう。 

 

【例会報告】 

*ＳＡＡ 栗木悦郎さん 

*司  会 奥寺浩司さん 

*ゲスト 米山奨学生 張 昕さん 

    時任公大様 

    内堀美智枝様 

【出席報告】 

会員数     38名（内女性7名） 

 本日の出席者  13名（出席率 52.0％） 

 修正後の出席率 68.42％  

【にこにこＢＯＸ報告】 

内堀敏高さん、掛川浩邦さん、山田裕さん 

田中利幸さん、佐藤重喜さん、小宮山陽一さん

服部正さん、河野正美さん、井田宗広さん 

斎藤育子さん、佐藤恵太さん、山浦智城さん 

     今週の喜投額  23,000円 

     今年度累計額  477,000円   


