
令不□元年 11月号 No.768 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
(1)

公益社団法人福岡県防犯協会連含会
〒8128576 福岡市博多区東公園7番7号

福岡県警察本部内
TEL 092(633)3221

ホームページ http:〃―
fukuboren com/

EP    刷 白本メディア株式会社
TEL 092(586)6210

令不□元年度「安全・安lいまちづくり県民の集い ふ

<おか」を福岡県、県警察などと含同で、10月 5日 に

福岡市東区のなみきスクエアで開催しました。

蝙多数の来賓並びに県下の防犯関係者や警察:行政

などから約600名が参力□。
蝙大曲冨」矢0事、高木警察本部長、山□防犯協会連合

会長による主催者挨拶、表彰等の式典を実‐施。
蝙防犯ボランティア団体による「ながら防犯」の活

動報告、「ながら防犯を生活の一部に」をテ‐マに

したパネルディスカッション、チアダンスチームの
ステージパフォーマンス等が催され大盛況:

◆「ながら防犯」の広がりと防犯活動の活性イ

`に

向
けて認識を高め、気持ちを新たにしました8

防犯活動功労者・団体表彰
受賞おめでとうこさいま・九心からお祝いを申し上げま・九
長年の防犯功労により表彰された方々 (順不同・敬称略・()は地区協会名)

矢野 lll己 (小倉南) 甲斐  廣(折 尾)大 内田昌之亮(戸 畑)永 原 義章(行橋京都)

桂二e良 .城南) 林田 正義 (筑紫椰太宰府) 小林 貞不0(宗
誠光(八幡東) 岩男菊二郎(八幡西)  末永 次男(若

代表者 猪飼 廣幸(久留米)

⑫

大崎 信昭(中 央) 吉村
太田  登 (八幡東) 洲鎌

防 犯 功 労 団 体 ‐1団体

含川校区防犯安全対策委員会

像

松

安全・鋤おづくり県民の集ふt心ふ

冨」知事挨拶 本部長挨拶 会長の表彰 防犯ディスカッション

枝元 慶一得良・城南)

じ

安心の 実顔は皆さんの おかげです!



防犯栄書鋼章 30名
岡部 裕二 (qD 央)  早川

隈  征記 (福岡南)  阿部

高信 道夫 (春 Ξ天野城那硼)大田

平鳩力∃子 (宗 像)  内田

森  照男 (小倉南)  松丼

松尾 芳則 (直 方)  古木

功労ボランテイア団体

乙金区防犯バトロール  代表者

山□  毅 (博 多 )

寺丼伸―郎 (西福岡)

三村 敏明 (筑紫鰤.太宰府)

浅田 康雄 (小倉llb)

村田 政明(若 松)

松門寺貴規 (う きは)

荒津  岡1(東福岡)

安河内勝則 (西福岡)

牛原 泰忠 (糸 島)

福丸 清生 (小倉北)

岡田 康夫(P]司 )

上鰤信之輔 (柳 ||.みやま)

英一 (中  央)

哲)去 (早良.城南)

重信 (罪綱 .太宰府)

美義 (朝 倉)

久巳(八幡西)

一日召(田 川)

1団体
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齊藤  裕治 (翻 大椰城];珂川)

防犯功労者 12名

含腎健[え |「 景1  賞a 露膚1婁

防犯功労団体 2団体

需需場緊苺当簡蓄語らE協会東宮永支音6 使嚢喜

防犯功労者 49名

防犯功労団体 21団体
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竹永健二郎 (博多臨瀞
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誠司 (飯 塚)

陽二 (柳|.みやま)

1紗

自久 (博 多 )

徳弘 (福岡南)

悟 (西福岡)

良夫 (聯鰤 太宰m
務 (小倉北 )

良一 (折 尾)

を一 (門 司 )

義雄 (直 方)

〕蒙司 (大川.大木)

奪1源 じいの森
苺1筑後遊技場組含

(田  川)

※紙面の都合で一部名称を簡略していま魂

雛墨語鉛展酋落套
宣言協議会

(R,大鵞)那剛)

難イオンモールいイオンモール福津(宗 像)

機ヽ福岡県警友会飯塚支部   (飯  塚)

窯柿〒謂縦麗絣鉦波部{論雷牌詢

学生防犯ボランテイア団体 2団体

構東部地域大学連携「女子学生のための防犯推進協議会」(福岡市) 様近畿大学防犯ボランテイアサークル いしんの会 (飯塚市)

全国地域安全運動公募ポスター・標語の本県最優秀作品

石橋 春乃

(九州産業大学1年 )

ねらわれる

ながら歩きと 暗い道

原田祥二郎(田川市)

松延 紗弥乃

(古賀莞成館高校1年 )

一瞬で

消える未来と 消せぬ罪

藤川菜乃香(福岡女子商業高校3年)

相良 琴迪

(春 曰野Cp単 校3年 )

気をつけて

言い誘惑 裏の意図

図師 明莉(穴生中学校3年 )

勝本 彩那

(つ川小学校6年 )

だれですか

かぎを開けずに まず確認

上田 知遥(横代小攣校5年 )

(筑 後)

湧

翁

lDやバスワードを入力… こんなメールは 要注意 !



(3)

被害にあつたら迷わず通報e相談!

女性に対する暴力をなくす運動

11月 12日 (火)～ 11月 25日 (月 )

ストーカーやD∨で悩んでいませんか ?

あなた自身やあなたの周りの人を守るた

め、ひとりで我慢せず、早めに警察や行政機

関に相談しましよう。

●福岡県あすばる女性相談ホットライン
●092-584-1266(9]寺へ′178寺 )

(金曜日は18時～20時30分も対応)

等は、虐待を受けているおそれが大で現

このような行為は虐待です

脩殴る、ける、外に締め出す等  ⇒身体的虐待

漑わいせつな行為をする、させる⇒性的虐待

は食事を与えない、放置する等 ⇒ネグレクト

靡暴力的な言動、拒絶的な対応等⇒′い理的虐待

●「虐待かも?」 と思つたら迷わず
児童相談所等に連絡を |

●あなたの連絡が子供を救
います |

●連絡者のプライバシーは
法律で守られま或

●児童相談所全国共通ダイヤル1189(いちはゃく)

24時間対応しています (匿名でOKです).|■ ‐

●緊急の場合は最寄りの警察署又は110番に■|

蝙毎年、多くの子供が児童ボルノや児童員春

などの性被害にあっていま硯

鰊児童ボルノ事犯の被害児童 (昨年中、福岡県)

88人 (前年比+3人)

鯰インターネット、SNSに関する性被害が増力□

lb蛇事や困り事は♯9110(豊察相談電話)

又はお近くの豊察署等に早めにご相談ください。

鞣子供の性被害は絶対に許されません |

り子供を守るのは大人の責任 |

◆お子様に持たせるス

マートフオンなどには、
必ずフィルタリングを設
定しましよう。

◆お子様にスマートフオンやインター

ネットの危険性を
教え、これらを使
うときの約束や
ルールを話し合い

ましよう。

蝙狩猟期間

令不□元年11月 15日～令不□2年2月 15日

(銃による鹿、猪猟はRl.11.1～R2.3.15)

蝙 出や川や海で レ

ジャーなどをする

方は、銃声のする方

向には近づかない

でください。

猟銃等を使用する時の注意

●狩猟期間前に射撃練習を行い、銃の取り扱
いに慣れておく。

●狩猟区域を事前に確認しておく。

●銃は、ケースなどに入れて携帯、運搬する。

●射撃する前は、必ず矢先の安全を確認する。

●射撃する必要がないと
きは、弾を装填しない。

●弾を装填したまま銃を
携帯、運搬しない。

●銃や弾を車の中に放置
しない。

十分注意し、安全。無事故 !

あたたかく 子供を見守る 地域の目!



》
脩繹雉 ,光膵蝙撼鮨露量褪磯‡‡曇自衛隊の盆

踊リフェスタでニセ電話詐欺や子供
の被害防止を広報。銀行や商業施設等
でニセ電話撃退機のチラシ等を配布。

孟絣燒螂。A晰購量原田小学校で誘拐
防止や不審者対応等を児童に指導。
」R駅の駐輪場で「自転車盗防止には
防犯登録と二重ロック」と0平びか1魂

【福岡南】コンビニで携帯電話中の

高齢女性に声をかけ、「ニセ電話で
は ?」 と警察に通報して被害を防
いだ店長に、署長が感謝状を贈呈。

【鑢窟】老人クラブ運動会の会場で
防犯教室を開催、クラブ員も参カロし

てニセ電話詐欺の寸濠」を行い、だ
ます手□を説明して注意を喚起。

番診斃隋磯高蔵小学校で大学生ボラ
ンテイア等と地域安全マップ作りを

実施。年金支給日に幼稚園児達と
ニセ電話詐欺キャンペーンを実施。

番影蠅餞曇斎場見学会の会場で来場

者にニセ電話詐欺の防犯セミナー

を実施。高見祭で性犯罪被害防止

カード等を配布して注意を喚起。

【議漑磯脇田及び岩屋の海水浴期間
中、地域部会長、防犯部長や署員、
駐在所員による救命救助教室及び
浜の安全・防犯見守り活動を実施。

‡磋饒磯8月 に嘉麻市中学校補導教
員連絡協議会が青色バトロール隊
を結成、嘉穂小学校で開催した出発
式に教育長並びに署長等が参列。

【籠蝙褻勒曇行橋夏まつり「こすもっ
ぺ」の会場で「こもちゃん―座」と、
性犯罪被害防止のうちわ、チラシ
及びカードを配布して注意を喚起。

薔祗艤】警部交番員と保育園で、園

児に誘拐防止の寸濠」を交えて「い

かのおすし」を指導し、職員に不審
者侵入時の刺股活用訓練を実施。

仄鰈』|‡ 磯署と県立大学の学生ボラン
テイアの指導を受け、西田川高校生
が学校周辺を歩いて安全・危険個所
を点検し、地域安全マツプを作成。

番鰺鱗蓼‡‡,耗楊饂曇タレントの深瀬智聖
さんを―日署長に、両市合同の安全
安′らの集いを「水の郷」で開催し、防
犯の講話や寸濠1等で市民に啓発。

<カギ>のことなら、あなたの街の

美和国ツク
サービス代行店

「

D
家と皆様を守る番人、悪を見据え悪と戦う(防犯)と して
「ふくろう」をイメージキャラクターにしました。

早 良 区● (株 )エルキー    TEL(092)871‐ 8000
中 央 区● (株 )緒方商店    TEL(092)521‐ 7408
博 多 区● (有 )鍵のポリスマン TEL(092)452‐ 3500

● (株 )アッシュロック TEL(092)582‐ 1169
筑紫野市● キークラフ ト(株) TEL(092)926-8811
古 賀 市● カギのトラカレサ…ビス TEL(092)944‐ 0110
八幡西区● 八幡キーコーナー  TEL(093)621‐2684
八幡東区●(有 )村上商事    TEL(093)681‐ 7491
飯 塚 市●やのキーコーナー  JEL(0948)22-2169
大牟田市●(有 )小山金物店  lEL(0944)52-3953
●お問い合わせは…  1  ヽ

福岡市中央区大手門2‐4「 レビ暉
=(092)235‐

3069(代 )

骰鶉贔が餞‡サ渉繊飩能な時に鯰 |

鰤 魃

おかげさまで瞑珈戸数13万声突破 :

販売■綸餞全Eで事故報告は1伸のみ
いつでも壼内ご童下さい.お問合せは・・・

大和八ウスエ業株式会IIt www dJwahouse cojp
福岡支社集合住宅事業部〒8120006福岡市博多区上牟田2-11-24

1■092-473-5584 fax092-473-5158
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特 27・ 28)第 5279号

宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣〈15)245号

構たしタアr
福岡市博多区店屋町 5番 10号

繭繭奪0120-296-241

ゆく秋を 散歩しながら バトロール !


