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Facebook
はじめました。
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子どもも大人も楽しめる脳トレ

点むすびパズル
山（やま）かな？ たんこぶ？
1から順（じゅん）に線（せん）
でつないでいくと、何（なに）
が出（で）てくるかな？

★ヒント：みんな大好
（だいす）き。甘（あ
ま）くて冷（つめ）た
い夏（なつ）の定番
（ていばん）。

●イベント・講座のお申し込みは、往復ハガキでお願いします。
　記入例（一人一講座一枚）

往信（表面） 返信（裏面） 返信（表面） 往信（裏面）

〒166-0011

杉並区梅里1-22-32
高円寺地域区民センター協議会

事務局 行

何
も
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

ご自分の郵便番号

ご自分の住所
ご自分のお名前

①講座名
②郵便番号
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤年齢
⑥電話番号
⑦託児ありの講座

は、子どもの氏名
と年齢

63円

往信

63円

返信

●お問い合わせ・申込先/高円寺地域区民センター協議会 事務局
　〒166-0011 杉並区梅里1-22-32 TEL：03-3317-6614
※イベント・講座は変更になることがあります。
※イベント・講座の取材に関しては、あらかじめ事務局までご連絡ください。

これからの講座/9月のご案内
＊ 長：75歳以上の方は長寿応援ポイントの対象となります。　＊「新型コロナウイルス感染症」の拡大を防止するため、計画している講座が中止になる場合があります。

お茶に親しむ 長

テーブル席で、お茶・お菓子の美しいいただき方を
学び、お茶にまつわる歴史の数々にふれよう！
・講　師：高瀬 宗廣 氏（表千家）
・開催日：令和2年9月5日（土）・12日（土）
・場　所：セシオン杉並 8・9・10集会室
・時　間：午後2時～4時
・定　員：12名（抽選）
・参加費：500円
 （2回分。お茶、お菓子代）
・応募締切：8月24日（月）必着

ピラティス 長

～姿勢を整えて、見た目年齢マイナス10歳！～
どなたでも簡単に取り入れられる運動で姿勢を整
えましょう。
・講　師：植吉 紘子 氏 
・開催日：令和2年9月11日（金）・25日（金）
・場　所：セシオン杉並 体育室
・時　間：午後1時30分～3時30分
・定　員：20名（抽選）
・参加費：100円（保険料各回）
・応募締切：8月27日（木）必着 詐欺被害に遭わないために

　新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言も解除され、ほっと一安心。生活の再建等に向けて特別
定額給付金など、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が講じられています。
　大事な資金が特殊詐欺の被害に遭わないよう協議会では「詐欺被害から身を守る」ための要点を区の地域安全担
当課長から教わりました。みんなで特殊詐欺から身を守りましょう。

協議会レポート

　全国的に社会問題となっているオレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺。昨年杉並区の被害は約4億
5,000万円にも上っています。誰が被害者になってもおかしくない犯罪、「還付金をATMで受け取れま
す」「会員カードが不正に利用されています」などATMから振込みさせたり、キャッシュカードの暗証
番号を聞き出すもの。その手口も年々と巧妙になっています。
　杉並区役所では、詐欺被害防止のための自動通話録音機を貸し出すとともに、怪しい電話で不安になっ
た時、24時間相談できる体制を整え、詐欺被害ゼロに向け全力で取り組んでいます。不安になった時
は区のサービスを思い出してください。危機管理室 地域安全担当課長

高部 誠一 氏

①在宅中も留守番電話にする。必要な電話だけ折り返しにする。友人の電話もあとからかける。
②自動通話録音機など、対策のできる機器を設置する。
③ひとりで悩まず家族・友人・警察や行政に相談する。

あなたを詐欺被害から守る

自動通話録音機を無償でお貸しします 杉並区振り込め詐欺被害0ダイヤル

電話がかかってくると、呼び出
し音が鳴る前に、かかってきた
電話すべてに自動で警告メッ
セージが流れ、通話内容を録
音します。

申込先：03-5307-0801
特殊詐欺に関する相談受付けます

03-5307-0800

24時間対応

安藤 猛さん安藤 猛さん 山㟢 正二さん山㟢 正二さん 粕谷 千明さん粕谷 千明さん 荒木 修さん荒木 修さん

お気軽にお声を掛けてください
　杉並区安全パトロール隊（警視庁
OB）が防犯のアドバイス、犯罪被害
に対する相談を受け付けています。

03-5307-0317

高円寺地域は私たちが見守ります。



　5月のある昼下がり、銀座の有名デパート
経理課の社員を名乗る女性から電話がありま
した。内容はカードの不正使用に関するもの。
カードで高級バッグを購入しようとした女性
に、本人確認を求めたところ逃げてしまった。
残されたカードがあなたのものと判明しました
ので、不正使用かと思いお電話しております。
　この件は、詐欺事件として、後程「関東財務
局」からの調査の電話があるので対応していた
だきたいとのこと。
　電話の口調からは真剣な様子がうかがえ、面
倒なことにならなければ良いがと思っている
と、その後5分と経たないうちに、「関東財務局
特別捜査官ナカノトシタカ」と名乗る男性から
電話がありました。
　他にも貴方名義のカー
ドが不正に使用されていま
す。被害の拡大防止のため
に、一刻も早く、今の銀行の
カードを廃止し、新しいカードに作り
変える必要がある。
　これからその手続きに入るので、今のカード
の暗証番号を言ってください。明日の10時に新

しいカードを届けますから、その時に今のカー
ドを交換に渡してほしいという話でした。
　どこか腑に落ちない感覚を持った私は、暗証
番号を教えることなく、電話を切ってすぐ近く
の交番に相談しました。
　その結果、当時としては新しいタイプの
「カード預かります」詐欺ということが分かりま
した。
　自分自身では社会経験もあり、話の真偽など
簡単に判別できると思っていても、詐欺の実行
犯は予想以上に訓練されています。やさしさと
脅しを巧みに使い分けながら誘導してきます。
おかしいと思ったら自分だけで判断しないで、
すぐ相談することが大事だと思いました。
　後で冷静にメモを読み返してみると、数々の
疑問が判明しました。
⑴詐欺事件が起きたとき、なぜ監督官庁に届け
る必要があるのか？
⑵デパートの女性からの電話が終わり、５分と
経たないうちに「関東財務局」からの電話が
早すぎないか……。
⑶後で調べると、有名デパートには経理という
部署がなかった。
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あなたも狙われています……
詐欺にだまされないで！！

「だましのキーワード」に注意しよう！

　現在は、前ページの「自動通話録音機」を貸与してもらい、取付けたところ、
このような電話は全くなくなり、大変助かっています。

★区役所職員を名乗って
　「今日なら特別に還付金をお受け取りできます」
	 区役所職員が還付金のためにATMの手続きを案内することはありません。

★銀行の職員を名乗り「カードが不正に使用されています」
	 カードを預かったり、暗証番号を聞き出すことはありません。

★「オレだよ、オレ」「会社の金をなくしてしまい……」
	 その声は本当に本人ですか？

★こたえは「かきごおり」でした。大昔（おおむかし）からある、氷（こおり）を細（こま）かく削（けず）って、シロップやミルク、あずきをのせた、冷（つめ）たいお菓子（かし）だよ。

令和2年度定期総会結果報告
　高円寺地域区民センター協議会では例年4月末に開催
しておりました総会について、新型コロナウイルス感染
症対策のため、本年度定期総会は書面決議により執り行
いました。
　町会自治会、商店会などの関係団体をはじめ協議会委
員に総会議案書を送付し、決議いただくとともに、高円
寺地域区民センター協議会管内の住民の皆様へはホーム
ページにより議案書を周知いたしました。下記のとおり
表決いたしましたのでご報告いたします。

高円寺地域区民センター協議会
会長　樺山琢磨

記

議案第1 令和元年度事業報告 賛成90　　反対０
議案第2 収支決算報告 賛成90　　反対０
議案第3 会計監査報告 賛成90　　反対０
議案第4 令和2年度事業計画案 賛成90　　反対０
議案第5 収支予算案 賛成90　　反対０
結果、すべての議案は可決されました。

書面送付団体及び委員送付数　　121　
ホームページによる議案の周知期間

５月18日から6月10日まで
表決数　　90（関係機関121箇所中90・その他0）

6月11日（木）協議会会計監事立ち合いのもと集計いたし
ました。

なお、収支報告は右記の通りです。

■支出の部 （単位：円）

科　目 令和元年度 令和2年度
款 項 予　算　額 決　算　額 予　算　額

委員活動費 4,040,000 2,774,500 4,040,000
事　業　費 6,495,000 5,170,427 5,216,000

内
　
訳

学級講座費 470,000 253,861 334,000
協働事業費 1,710,000 1,296,764 1,200,000
集団事業費 1,490,000 1,283,642 1,480,000

その他事業費 50,000 0 50,000
懇 談 会 費 280,000 247,309 300,000
広報活動費 1,343,000 1,263,000 1,152,000
保　険　料 165,000 65,970 110,000
事　務　費 987,000 759,881 590,000

委員研修費 210,000 154,123 190,000
事務局運営費 255,000 186,961 254,000
諸 支 出 金 150,000 121,854 30,000
予　備　費 100,000 0 100,000
合　　　計 11,250,000 8,407,865 9,830,000

科　目 令和元年度 令和2年度
款 項 予　算　額 決　算　額 予　算　額

区 補 助 金 8,630,000 8,630,000 8,630,000
諸　収　入 1,844,859 1,747,076 508,326

内
　
訳

事業参加者負担金 474,000 417,400 388,000
自動販売機販売手数料 1,310,00 1,206,946 30,000

模擬店売上金 50,000 113,500 80,000
寄　付　金 0 0 0
その他収入 10,859 9,230 10,326

繰　越　金 775,141 775,141 691,674
合　　　計 11,250,000 11,152,217 9,830,000

■収入の部 （単位：円）

　この4月から、大井副参事の後任として高円寺地域区民センター協議
会の局長を務めます河俣義行と申します。高円寺地域は阿波おどりをは
じめ4つの大きなお祭りがあり、地域の活動の盛んなところと伺ってい
ます。新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言も解除され、よ
うやく地域に活気が戻ってきている今、協議会の皆さんと一緒に地域づ
くりに励んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

高円寺地域区民センター協議会 事務局長　河俣 義行

ご挨拶

私も引っかかりそうになった！（協議会委員の体験談）……カード詐欺

「カードが不正に
使用されています」


