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お大事に！」 と言ってやさしく電話を切る。
　まさに「母は強し」である。前出の「熊さん」
からは、 「お金を振り込む前に、まずはこち
らから本人に連絡をとって確認することが重
要。さらに本人確認のためのキーワード（合
言葉）を家族内で決めておくと、いざという
時に役に立つ」との貴重なアドバイスをいた
だいた。
　と、ここまで聞いた話ではベイタウンのシ
ニアは総じて賢明で、むしろ詐欺犯を手玉に
とっている感さえあるが、油断は禁物だ。
　昨年の振り込め詐欺の被害件数が東京都に
次いで全国ワースト 2 位の神奈川県警は、「だ

まされたふり作戦」などで対抗し効果をあげ
ている。
　金融機関と警察の連携も緊密だ。カードの
暗証番号を忘れた知人は ATM の前で奥さん
に携帯から電話して暗証番号を聞こうとした
が、思い出せない奥さんと口論していたとこ
ろ、運悪く身分証明書を所持していなかった
ため、駆け付けた警察官に任意同行を求めら
れたという笑えない話もある。
　前述の撃退事例が読者の方に少しでも参考
になればと願うと同時に、もっと効果的な撃
退法や参考事例などがあれば是非ベイタウン
ニュースに情報をお寄せください。
　 な お 警 察 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.npa.go. jp/safetyl i fe/seianki31/
hurikomesagi.htm）には、誌面で紹介した
内容以外にも振り込め詐欺関連の情報が掲載
されているので参考に。

　ベイタウンにおける被害状況はどうなって
いるのだろうか？　ベイタウンの民生・児童
委員の濱さんからは、「民生・児童委員の何
人かの自宅にも実際にその種の電話があっ
た。その人たちも含め、ベイタウンの高齢者
で被害にあったという話は聞いていない」と
の情報をいただいている。
　同じくベイタウンの民生・児童委員で過去
3 回ほど振り込め詐欺の電話を受けた「熊さ
ん」は、 1 回目、名前の読み方の違いで撃退。
2 回目、誕生日を答えるように言って撃退。 
3 回目、ねばる相手に「いいかげんにしろ！
ばか者が！」と言って電話を切り、直ちに息
子さんの携帯へ電話をかけ事実を確認。強い
対応が効くようである。
　その他にも編集委員が集めたオモシロ撃退
情報は下記のとおり。
　母に「弟だ」と名乗る若い男？： 面白いの
で名前を聞いたら全然ちがう名前を名乗った
ので、「まちがい電話ですね」と丁重に切る。
　母に「息子」を名乗る男 ： とりあえず「そ
ちらは今何時？」と聞いて日本の時間を答え
たので、「あら！いつから N.Y は時差がなく
なったのかしら？」 男は慌てて電話を切った
が、ちなみに本物の息子は生まれてこの方日
本を離れたことがない。
　母に「息子」を名乗る男 ： 「ゴホッ、ゲホ
ッ、お母さん、オレ、いま風邪引いちゃって
さ！」 これを聞いたお母さんは、「あら大変。

　先日、地域の民生委員をしている知人から「振り込め詐欺」についての記事をと依頼をうけ
た。振り込め詐欺と聞いても現役サラリーマンの記者にはピンと来ないが、実際にベイタウン
でも被害が起きているのなら大変だ。注意喚起を含めてさっそく調べてみた。【金】

　先月号のベイタウンニュースで公民館の新館長、秋田先生のことを
書いた。小学校の校長先生だったので、教え子の方がきっとベイタウ
ンに住んでいるだろうと書いたのだが、さっそく反応があった。
　５月号を発行して数日後に公民館に行くと、秋田先生がニコニコし
ている。教え子だという方から電話があり、公民館に来ることになっ
ているのだという。小学校５年生のときに担任だったそうで、若い頃
に真砂の小学校で教えたとのことだった。
　午後になって、「教え子」さんという女性は現れた。風見さん。昔
話に花を咲かせている傍に割り込んでお話をうかがった。
　実は先生のことをニュースで見つけたのは風見さんではなかった。
他にも何人か小学校時代の同級生がベイタウンには住んでおり、その
うちの一人がベイタウンニュースで秋田先生のお名前と写真を見て気
付いたのだという。
　先生によると長い教員生活で高学年を担任したのはこの学年だけだ
そうで、それだけに特別な思い出もあるようだ。
　このベイタウンニュースを見て、「私も」という方は公民館に連絡
してほしい。同
窓会でもできれ
ば紹介したベイ
タウンニュース
もちょっと役に
立った気分にな
る。

「秋田先生の教え子同窓会」誕生？　6月のコア・イベント

寺子屋工作ランド「笛をつくろう」
日時：6月 27日（土）9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　工芸室

持って来るもの：カッターナイフ、木工ボンド、はさみ、
えんぴつ　
参加費：50 円（保険料）

第74回ファツィオリの会
日時：6月 21日（日）9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール

 フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」でのピアノ演
奏、また他の楽器、歌やアンサンブルの演奏にもご利用い
ただけます。ご希望で非公開にもできます。申込みはいっ
ぱいになり次第締め切らせて頂きます。最新のプログラム
内容は http://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申し込み締め切り：6 月 14 日（日）連絡先：TEL/FAX211-
0675（小野寺）

ベイタウンでも振り込め詐欺発生？

　数年前まで金融犯罪と言えば、一緒に保管していた通帳と印鑑が盗難に遭って預金を引き
出されてしまうパターンと、キャッシュカードの入った財布を拾われたりスラれたりして、
一緒に入っていた身分証明書の生年月日等から暗証番号を割り出され、預金を引き出される
場合がほとんどだった。
　これらの犯罪の発生率は相変わらず高いが、最近の金融犯罪の主流といえば、テレビや新
聞紙面をにぎわしているのが「振り込め詐欺」である。
　今年 5 月に警察庁が発表した「平成 20 年の犯罪情勢」によれば、「振り込め詐欺」とは、
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証詐欺、還付金等詐欺の総称で、平成 20 年に警察が
把握している振り込め詐欺件数は 2 万 481 件、被害総額は 276 億円にも上る。被害に遭わ
れた方の 65％が 65 歳以上で、そのうち女性が 45％、平均被害金額は 200 万円強だ。
　一方、逮捕者から割り出される犯人像は、7 割が関東在住、8 割が 20 〜 30 代、9 割が男、
6 割が無職、ほぼ半数が親や配偶者と同居。ほとんどが遊興費や生活費ほしさの犯罪だが、
逮捕者の半数は初犯である。
　これほど被害事例がマスコミで報道されているにもかかわらず、振り込め詐欺の発生件数
と被害総額は年々増え続けている。

わくわくおはなし会　6月の常設おはなし会
時間：10：30〜
場所：ベイタウン・コア　講習室（途中入場もできます）

わくわくするおはなしを用意して待っています。 
年齢制限はありませんので、大人もこどもも、だれでも歓迎！も
ちろん、読み手はいつでも募集中。ぜひきてくださいね。
連絡先：井上（211-0188　wak2@yahoogroups.jp）



願いする期間は 4 年くらい。②カメは全部で 5 匹で、クサガメ 3
匹とイシガメ 2 匹です。
　カメの世話は、11 月から 5 月くらいまでは冬眠しますので殆ど
世話はいりません。5 月から 10 月までは、①毎日水を替える②餌
はホームセンターで売っている「カメのえさ」を一日二回（朝、夕）
やる。水を換えた時に、餌をもらいたがります。
　また、カメの他にメダカが 100 匹くらいいます。ペットショッ
プで売っている養殖用のヒメダカやカダヤシではなく、日本古来の
クロメダカです。
　さらに、カブトムシの幼虫が 41 匹（5 ケース）います。昨年箱
根の山で採ったカブトムシの子どもです。現在、ほとんどの幼虫は
土の中で「さなぎ」になっているようです。
　カメはお預かり頂き、メダカとカブトムシは差し上げます。もし
ご要望の方がいらっしゃれば、下記にお電話をお願いします。
　自宅：０４３－２７５－８０４０
　携帯：０９０－４０９０－９１００
ぜひよろしくお願いします。【北田美香】

皮バレーボール部員・若干名募集中です！
　私達は、打瀬小学校で活動中の９人制ママさんバレーボールチー
ム「うたせマリンズ」です。立ち上げてから７年目に入り、週２回、
アラフォー世代の仲間と共に和気あいあいと楽しみながら練習をし
ています。そして、年６回程ある試合を目標にして、日々努力しな
がら汗を流しています。
　バレーボール経験があり、バレーボールが好きな方、私達と一緒
に楽しみませんか？
　小さなお子様がいる方や週２回の練習に参加が無理な方でも大丈
夫です。是非一度体験にいらして下さい。（アタッカー・セッター
が出来る方、更に大歓迎！！）
★練習日：火曜日 19 時〜 21 時
         金曜日 19 時〜 21 時
★場所：打瀬小学校アリーナ
体験希望の方は、事前に連絡をお願いします。
問合せ先：utasemarines@yahoogroups.jp（大隈） 

　我が家では、クサガメとイシガメを小学生の息子と夫がとても可愛
がっていましたが、夫がロンドン転勤となり家族でしばらくベイタウ
ンを離れることになりました。今や家族同然のカメたちも当初は当然
連れていくつもりでしたが、念のため成田空港の動物検疫所に問い合
わせたところ、「日本の役所の承認が得られれば、当方としては問題
ない」との回答。更に経済産業省と環境省でも「持ち出しに問題ない」
との回答を得ました。
　よかったと思ったのもつかの間。イギリスの環境食糧・田園省のワ
シントン条約チームに問い合わせたところ、「クサガメは近来非常に
数が減っており、絶滅危惧種に指定されている。中国が 3 年ほど前
にワシントン条約で希少動物に指定し、国外の持ち出しを禁止してい
るので、カメが日本生まれである証明が必要。もしそれがない場合は、
ＥＵ圏内には持ち込めない」との回答でした。なんと我が家のクサガ
メに出生証明書が必要という大変なことになりました。
　我が家のクサガメは一番大きいもので 8 年前から飼育しており、
中国が国外持ち出し禁止にした以前にホームセンターで購入したもの
です。ホームセンターに問い合わせてみたところ、「ずっと以前から
大阪のブリーダーから仕入れているので、お宅のカメもたぶんそれだ
が、今となっては証明する手立てがない」との返事。インターネット
でカメ業者を調べて問い合わせてみましたが、「現在はどの業者でも
クサガメについては出生証明書を付けているが、中国で規制をするよ
うになる前に購入した場合には証明する手立てがない」との話でした。
　もともとクサガメは、江戸時代に中国から食用あるいは愛玩飼育
用に輸入されたものらしく、それが日本で自然繁殖するようになり、
ちょっと前までの日本各地の池や沼ではたくさん生息していたような
のです。
　ということで、クサガメのＥＵへの持ち込みは断念せざるを得なく
なりました。さらに、イギリスからの情報によれば、「イシガメは日
本の固有種なので、現在はＥＵ圏内に持ち込めるが、これも近年非常
に数が減っているので、もしイギリス駐在中に日本が絶滅危惧種とし
て国外持ち出しを禁止した場には、イギリスから日本へ帰れなくなる
可能性がある」ということも教えてくれました。
　「持ち出し」だけ考えて簡単に問題なしとした日本に比べて、イギ
リスの環境食糧・田園省の親切さや細やかさ、プロ意識の高さにつく
づく感謝すると同時に、日本のお役所のお粗末さを痛感しました。
　家族会議の結果、カメは日本国外に持ち出さないことがベストだろ
うということになりました。そこで、カメの里親さん募集です。①お

おクスリのことならパティオス 17番街の「ラビッ
ト薬局」へ処方箋をお持ちください。
「海浜病院」「うたせメディカルクリニック」「玉井
こどもクリニック」「うたせ耳鼻咽喉科」「うたせ
眼科」、その他どこの医療機関の処方箋でも大丈夫
です。すぐに調剤致します。
（はじめての方は「健康保険書」をお持ちください）

お待たせしない FAX受付
患者さんを連れたまま薬局でお待ちするのは大変ですね。そんな
ときはラビット薬局へ！
FAXで処方箋を送っていただければ出来次第お電話でお知らせし
ます。お薬ができるまで待合室でお待ちすることはありません。
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電話：043(212)5188
FAX：043-212-5188
営業時間
午前 9時～14時
午後 15時～18時
（土曜日は 9時～18時）
日曜・祭日はお休みです

ラビット薬局
街のおクスリ屋さん

安全に早く
調剤します

FAX：043-212-5188

ベイタウン薬局

インフルエンザ用マスクあります !

　夫の海外赴任で家族でベイタウンをしばらく離れることに。当然
可愛いカメも一緒にと思っていたが、そこにはワシントン条約とい
う大きな壁が。日本で生まれ育ったクサガメとイシガメはイギリス
には入れません。だれか可愛くて希少種のカメをしばらく預かって！

カメの里親を募集中




