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 皆さんこんにちは。大寒

に入り寒さも一段と厳しく

なりました。インフルエン

ザもまだまだ猛威をふるっ

ているようですが、皆さん

は如何でしょうか。 

 さて、本日から鳥井会長

以下総勢16名で慶山ＲＣ創立40周年記念式典参

列の為に出発されました。今朝は早い出発だっ

たので、一行も今頃は斧山に到着されて、昼食

を摂っておられる頃ではないでしょうか。 

 本日の会長の時間は私が代役として務める事

になりました。会長職を終えてホッとしている

現在、ロータリーの事は私の頭の中から消去さ

れてしまい、ただ単に楽しんで例会出席をして

いるだけです。本日はどのような話をすべきか

悩みましたが、雑談的もので失礼しようと思っ

ています。 

今日は二つの事をお話しします。 

 一番目は我が社における昨年度の天然鮎の入

荷状況、二つ目に『ふるさと納税』について話

したいと思います。退屈だと思いますがお付き

合いをお願いします。 

 まず、昨年の当社に於ける球磨川鮎の仕入

れ状況から話します。昨年の天然鮎の漁獲状

態は惨憺たるものでした。春の稚鮎の遡上が

例年に比べて非常に少なく、放流量も過去最

低の143万尾で１年前の半分以下と云う数字で

した。通常は300万尾以上なので、この時点で

今年は駄目だなと悪い予感がしていました。

これは、秋の産卵後に孵化して海に下って、

春先に海から遡上する稚鮎が非常に少なかっ

た事が主な原因です。よく、143万尾とは一体

何キロぐらいですかとの質問を受けますが、

私にもわかりません。漁協の発表なので、ど

のような根拠で数字が出ているかは知りませ

ん。 

 ここで、鮎の放流事業について簡単に説明

しますと、現在県営荒瀬ダムが取り壊されて

解放される工事が進んでいますが、瀬戸石ダ

ムで遮ぎられた鮎が遡上出来ない為に、人為

的に鮎の稚魚を上流に放流する作業が行われ

ています。球磨川河口に近い八代市の球磨川

堰（せき）にある稚鮎を採取する場所に、満

潮とともに上がってくる稚鮎をこの堰の隅に

誘導し漁協の担当者が網ですくい上げ、バケ

ツでトラックの水槽に移し入れて、人吉など

の上流三十数カ所の放流地点で放流していま

す。八代海から遡上した稚鮎をすくい上げる

時に、一網に何匹位入っているかを計測し、

これを何杯トラックに乗せて、上流の何カ所

で放流したかで何万尾放流したと発表される

と思います。このような放流が少ない事は

時々あるのですが、こう云う年は得てして大

きな鮎が獲れると言われます。これは、鮎の

習性には夫々縄張りを持ち、その中で生活し

ているので、その縄張りの中の鮎の数が少な

いと、餌である苔を多く食べて大きくなると

云う推測からきているようです。 

 そう云う訳で、ひょっとしたら球磨川名物

の尺鮎が多く獲れるかも知れないと淡い期待



をした幕開けでした。しかし、昨年は川辺川水系

の鮎が全く獲れなくて、球磨川水系の鮎だけての

商売でした。６月中旬ごろ四浦の仲買人の所に様

子を伺いに行き、状況を聞くと、水量が多いとか

水温が低くて型が小さいと言って、未だ舟を川か

ら降ろしていない漁師が多いとの事でした。確か

に、春先に気象庁より冷夏になると予報が出たよ

うに、６月の解禁当初より雨の日が続き、７月以

降も昨今の異常気候の名の通り、降水量も近年に

ないような雨の多い夏となりました。このような

鮎の入荷が少ない時に、鮎とは関係のない人達か

ら、『鮎が獲れて忙しいだろー』と、よく声を掛

けられましたが、本当は顔で笑って心で泣いての

夏場を過ごしたものです。それでも８月に入りま

すと、県内外のお客さんからお盆の贈答用に注文

を頂くのですが、鮎の入荷がない為に依頼主と贈

り先の両方に発送の遅れを詫びる手紙を出すだけ

のひと月でした。 

 鮎のシーズンもラストの10月になって、卵入り

の鮎の入荷がようやく増え始め、お客さんのニー

ズに答える事が出来るようになりかけた時には既

に一年が終わりとなってしまいました。 

 そう云う事で、何か新しい儲け話が無いものか

と考えていた昨年末に『ふるさと納税』事業の話

が舞い込み、参加しませんかとの連絡がありまし

た。『ふるさと納税』の事は薄っすらと知識が

あったのですが、どこか遠くの北海道とか鳥取の

ような海産物が有名な処の話しぐらいと思ってい

ました。 

 皆さんごも存知の事と思いますが『ふるさと納

税』の事についてお話しをしたいと思います。 

 この『ふるさと納税』とは、一般的には出身地

や応援したい別の自治体に寄付をすれば税金が減

税され、その御礼として魅力的な特産品等が贈ら

れて来る事で予想以上に活用されている制度で

す。また、納税と云う言葉から、税金ではないだ

ろうと思いがちですが、これは寄付行為であって

税金ではないのです。また、ふるさとと云う言葉

からは故郷とか出身地じゃないとこの制度を活用

出来ないと思っている人も多いようですが、これ

も実は全く関係ないのです。例えば2,000円を超え

る寄付を行なった時に、住民税のおよそ１割程度

が所得税と住民税から控除され、また、その寄付

の御礼としてその町のグルメ等の名産品などが送

られて来ると云うものです。 

 現在この『ふるさと納税』については全国で932

の自治体が実施していて、その中の約50％の自治

体が何らの特産品を送っているようです。どうせ

寄付するのなら特典がついているところに寄付し

たいと云うのが人情だから魅力的な特産品を送っ

てくれる自治体に寄付が集中しています。 

この制度は平成20年に発足したようですが、何故

この『ふるさと』と云う言葉が付けられたかと云

うと、平成18年10月に西川一誠と云う福井県知事

が『故郷寄付金控除』と云う制度の導入を提案し

たのが発端となっているそうです。当初、人吉市

では積極的に取り組んでいなくて、この６年間で

140万円の申込があっただけだそうです。 

 それでは全国的にはどのくらいの応募があるの

かと云いますと、全国１位の長崎県の平戸市では

平成24年１年間で、なんと10億2,400万円の応募が

あり、申込が殺到してお返し商品の在庫が品切れ

状態だったそうで、金額的にも平戸市年間の市民

税と法人税を合計した金額に匹敵すような金額だ

そうです。因みに、２位の佐賀県玄海町は８億

7,420万円、３位の宮崎県綾町は７億1,000万円だ

そうで、地方財政に大いに貢献しているそうで

す。お返しでは海産物・高級和牛・米などの特産

品に人気があるようです。 

 そこで人吉市もこの制度を活用しようと、市内

事業者に呼びかけがあったものです。人吉市では

ＲＨトラベラーと云う商社が中間に入り、『ふる

さとチョイス』と云うポータルサイドで閲覧すれ

ば各社の商品等が見る事が出来ます。また、市の

ホームページでも見る事が出来るようです。 

 我が社も今年はこの『ふるさと納税』の企画に

参加し、日本三急流の『球磨川の鮎』で勝負した

いと思っています。生鮎は天候に左右されるもの

なので、当社では冷凍鮎を景品とする予定です。 

地方創生が叫ばれている現在ですので、民間の力

で少しでも人吉市の厳しい財政が潤い、又、我が

社にとっても良い結果が出てくれればと思ってい

ます。皆さんもお取り寄せグルメ感覚で、この

『ふるさと納税を』楽しまれては如何ですか。 

 はなはだ簡単ではありましたがピンチヒッター

の時間を終わります。有り難うございました。 

                          

  

   

      直前幹事 井手富浩 

 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区小山康直ガバナーか 

 らガバナーノミニー決定の報告が届いていま 

 す。2015年1月16日ホテルニューオータニ熊本に 

 おきまして、ガバナー指名委員会を開催、協議 

 の結果満場一致で大分キャピタルＲＣ前田眞実 

 氏に決定しました。前田氏以外の推薦、指名も 

 ありませんでしたので前田眞実氏をガバナーノ 

 ミニーに決定いたします、との報告がありまし 

 た。 

②台北稲江ＲＣから創立28周年記念式典開催の 

 案内が届いています。 

  日 時：平成27年2月10日(火)午後６時３０分～ 

  場 所：グランド・ヴィクトリアホテル1階 

  →鳥井会長へお渡しします。 

③熊本県青少年育成県民会議会長から平成26年度 



 「家庭の日の集い」開催について参加依頼が届 

  いています。 

  日 時：平成27年3月1日(日) 

      午後1時30分から3時30分まで 

  場 所：熊本県庁行政棟地下大会議室３F 

      講師は大田黒浩一氏 

  →本田青少年育成委員長へお渡しします。 

④第12回ひとよし春風マラソン開催に伴う第２回 

 実行委員会の開催について案内が届いていま 

 す。 

  日 時：平成27年2月5日(木)午前10時から 

  場 所：市役所本館3階第一会議室  

  →鳥井会長へお渡しします。 

⑤人吉市青少年育成市民会議から子ども会交流発 

 表会の開催の案内が届いています。 

  日 時：平成27年2月1日(日) 

     午後1時30分から3時まで 

  場 所：人吉市東西コミュニティーセンター   

   →本田青少年育成委員長へお渡しします。 

【回覧物】 

①荒尾ＲＣから週報が届いています。 

②大分1985ＲＣ創立30周年の案内状を回覧してお 

 ります。 

【例会変更及び取り止め】 

熊本江南RC2/4→18:30～創立記念例会の為 

  〃  2/11→例会取止めクラブ定款に基づく                              

 

   委員 中村太郎 

 

 

 

 

 

 

【プログラム委員会】 

 

      新入会員卓話 
           

         大野啓介会員 2014年4月18日入会  

                 職業分類；商業銀行 

                                [熊本銀行人吉支店長] 

 

 皆さんこんにちは。熊本銀行

の大野でございます。先週、本

日の新入会員卓話のご依頼をい

ただき、時間は20分ぐらいでお

願いできないか？とのことでし

たので、お許しを得て、当行で取り組んでおりま

す『振り込め詐欺防止の寸劇:セミナー』の一部を

今回させて頂くことといたしましたのでよろしく

お願いいたします。 

 この振込み詐欺の寸劇：セミナーは老健施設、

町内会、各種団体を対象に全店で行っており、当

人吉支店でもセミナー対象先をちょうど探してい

たところであり、お許しをいただいたことに感謝

申し上げます。本日はどうぞよろしくお願いいた

します。 

 タイムスケジュールといたしましては、私から

振り込め詐欺の現状・県下の金融機関で特殊詐欺

犯罪被害発生防止に向けた取り組みについてお話

いたします。その後、実際に起こった振り込め詐

欺事例をもとに寸劇をさせていただきます。お見

苦しい点、お聞き苦しい点、多々あると存じます

がお許しいただきますようお願いいたします。 

  

 一般に振り込め詐欺というと、体系であらわす

といいますと、総称して特殊詐欺といっておりま

す。うち、振り込め詐欺、振り込め詐欺以外に分

けられ、振り込め詐欺を、オレオレ・架空請求・

融資保証金・還付金に分類、振り込め詐欺以外を

金融商品・ギャンブル・異性・その他、に分類し

ています。 

 振り込め詐欺の最近の特徴から申し上げます。 

従来のように金融機関を通じて振り込ませるもの

に加えて、犯人が直接自宅等に取りに来る「振り

込ませない」振り込め詐欺（いわゆる「受取型」

や宅急便・レターパックで現金を送らせる「現金

送付型」の手口が急増しています。）平成26年上

半期のオレオレ詐欺の約80％が受取型、現金送付

型となっています。 

 特殊詐欺の最近の詐欺内容はというと、従来の

「なりすまし」に加えて、 

 ・株・社債等の取引を口実とした詐欺 

 ・ギャンブル必勝情報提供を口実とした詐欺  

 ・異性との交際あっせん等を口実にした詐欺 

 ・東京オリンピックをかたった不審な勧誘 

 ・個人情報の削除を持ちかける詐欺 

 ・裁判所や裁判所職員を装った電話やメールに 

  よる詐欺 

 ・臨時福祉給付金や子育て世帯臨時給付特例給 

  付金を口実とする詐欺 

 ・東日本大震災に便乗した詐欺 

 などがあります。 

  昨年11月末までの振り込め詐欺を始めとする

本日の出席率 

会   員   数   61名   50.88% 

出 席 免 除  4名 1 / 9 出 席 率 87.93% 

欠 席 者 数 28名   

出 席 者 数  29名 補填無し  

＊届け出欠席 漆野・石蔵・原田・上田・宮山・浅野・塚本 

       鳥井・大久保・葉山・渡辺・水野・尾上・伊久美 

       齊藤・延岡・片岡・中島・有馬・村山・北・友永 

       小林清・有村・中川・堀川・本田・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾          



特殊詐欺の情勢は、オレオレ詐欺や架空詐欺等の

被害が増加したことにより警察庁による認知件数

が前年同期と比べ約10％増加、被害総額が約17％ 

増加となっております。 

件数金額を具体的に申し上げますと被害総額は、 

■平成２６年11月現在 

特殊詐欺総計 11,901件 498億7,344万円 

うち振り込め詐欺 9,922件 328億5,723万円 

    オレオレ 5,015 157.524 

    架空請求 2,718 145.678 

   融資保証金  531  7.8566 

     還付金 1,658  17.5156 

うち振り込め詐欺以外 1,979件 170億1,620万円 

    金融商品 1,150 114.692 

   ギャンブル   434  25.2827 

      異性    50   2.9653 

     その他   345  27.2218 
 
■平成２５年 

特殊詐欺総計 11,998件 489億4949万円 

 

 前年をすでに上回っており依然として増加傾向

にあります。 

 

 次に、県下の金融機関で特殊詐欺犯罪被害発生

防止に向けた取組についてお話いたします。 

 先ほどもお話したように、振込型から受取型、

現金送付型が80％を占めていることにより高齢者

の高額な窓口現金支払について被害防止の観点か

ら、熊本県警・九州財務局・熊本県銀行協会およ

び県下金融機関の申し合わせにより特殊詐欺防止

の取組を実施しています。 

 具体的取組内容としては、店頭ではポスター等

で周知させていただいておりますが、 

 【実施期間12/1～3/31（強化期間）】 

■概ね６５歳以上で100万円以上の現金払いのお客 

 様に対しては「県警」作成のチェックシートの 

 使用依頼とともに資金使途の聞き取りを行な 

 う。原則として現金払いは行なわず、振込みを 

 勧める。 

■概ね７５歳以上かつ300万円以上の現金払いのお 

 客様に対しては振込みを拒絶された場合、自己 

 宛小切手での持ち帰りを勧める。これも拒否さ 

 れた場合は管轄警察署へ連絡し、警察による対 

 応を依頼する。 

 

 以上のことを行なう事になっております。 

（他県でも同様の取組により効果が上がってい

る。２５年12月静岡県警） 

 当行で実際発生した事例を一つご紹介いたしま

す。 

・・・別紙、実際の事例・・・ 

 こういったことが身近で発生しております。十

分お気を付け下さいますようお願いいたします。

ひょっとしたら、現金払いを振込み、または自己

宛小切手を案内された方がいらっしゃるかもしれ

ません。預金解約、払いについては自分のお金だ

から、資金使途は（銀行員に）言う必要ない。と

思われるかもしれませんが、振り込め詐欺防止の

観点からご協力とご理解をよろしくお願いいたし

ます。 

 私の方からは以上でございます。 

 それでは引き続き当行行員によります寸劇をご

覧いただきたいと思います。開始に先立ちまして

職員の紹介をさせていただきます。ここからは課

長の竹熊に進行させますのでよろしくお願いいた

します。 

 

熊本銀行人吉支店、多良木支店の行員さんによる  

   寸劇 資産運用詐欺１０分～１５分 

 特殊詐欺は高齢者だけとは限りません。言葉巧

みにやってきます。十分ご注意いただくようお願

いいたします。 

 私どもも当局と連携しながら振り込め詐欺防止

に努めてまいりたいと思いますので、どうかご理

解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうご

ざいました。これで卓話を終わらせていただきま

す。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・井手会員 熊本銀行劇団の皆様、為になる寸劇 

 ありがとうございました。        

・岩本会員 「資産運用詐欺」寸劇の中にゴルフ 

 クラブ20万円の話がありましたが、私は３年前 

 に熊本でクラブを購入し、20万円に値引きして 

 もらいました。金額が偶然でしたので思い出し 

 ましたが、もうクラブは買いません。   

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員               

 

 

     点 鐘  山賀勝彦パスト会長 

 

 

 


