「ロータリーに輝きを」 Light Up Rotary
2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン

RI.D2590ガバナー／大野 清一

横浜旭RC会長／増田嘉一郎

横浜旭ロータリークラブ

２０１５年４月１日

第２１９２回例会

■司
会 ＳＡＡ 斉藤 善孝
■開会点鐘 会 長 増田嘉一郎
■斉
唱 君が代、奉仕の理想
ＳＬ 杉山 雅彦
■出席報告
会 員 数
本日の出席率

34 名
85.19％

本日の出席数
修正出席率

23 名
96.43％

■本日の欠席者
松本、鈴木、桜田、太田（幸）
■他クラブ出席者
増田、新川（地区）
○地区協議会出席者
新川、市川、福村、五十嵐、田川、兵藤、斉藤、
増田、安藤（公）、佐藤（真）、北澤
■ゲスト
石塚 美和様
（一般社団法人、日本生活問題研究所専門研究員）

■ 4 月誕生記念祝
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VOL. ４６

No. ３６

斉藤 善孝会員
4.29
松本 英二会員
4.2
■会長報告
１）先週の体験例会は、後から聞いた評判は
好評でした。特に私以外の漆原幹事や後藤会
員増強委員長や矢田会員が探してこられた方
は、入会の可能性があるからフォローするよ
うにとのお言葉を何人からいただきました。
会員増強委員長と協議して進めて参ります。
しかし、直前に動いてお集まりいただけたと
いうことは、まだまだ入会可能性がある人が
いるのではと思っております。これからも会
員増強のため、皆様の協力をお願いします。
２）４月の別名は卯月です。これも、諸説あ
るのですが、卯の花が咲く季節なので、卯の
花月を略したとする説が有力です。
４月５日は、二十四節気の５番目、清明です。
清明とは、字のとおり、清く明らかなことで
す。万物がすがすがしく明るく美しいころで
す。様々な花が咲き乱れ、お花見シーズンです。
中国の清明節は、祖先の墓を参り、草むしり
をして墓掃除をする日で、日本のお盆に当た
る年中行事です。沖縄でも同様に、100 坪位
ある墓の庭で、親類が集まってお墓の掃除を
して墓参し、墓前で祖先と共にピクニックの
ような雰囲気で食事を楽しむ風習があるそう
です。

３）ロータリー暦では、４月は雑誌月間です。
クラブ会員は、
「ロータリーの友」を推進する。
また、プロジェクトのアイディア、新会員の
勧誘、ロータリーへの情熱の喚起のためにこ
れらのリソースをどう利用できるかについて、
話合うという月間です。雑誌委員会では、例
会での「ロータリーの友」の紹介を会員経験
の短い会員に担当してもらって、事前に「ロー
タリーの友」を熟読してもらっております。
自分の担当の時に「ロータリーの友」の面白
さを味わってもらい、継続的に読むようになっ
てもらえれば、ロータリーの面白さも分かっ
てもらえるのではというのが、雑誌委員会の
ねらいだろうと思っております。
しかし現状は、まずは会員が「ロータリー
の友」を毎月読むということから始める必要
がありそうです。「ロータリーの友」が渡され
たら、まず吉原会員の句を探すところから始
めたらいかがでしょうか。
■幹事報告
例会変更のお知らせ
○新横浜ロータリークラブ
日時 ４月３日㈮→４日㈯観桜会
点鐘 15 時
場所 廣瀬会員自宅
日時 ４月 17 日㈮７クラブ合同例会
点鐘 18 時 15 分
場所 新横浜国際ホテル
日時 ５月１日㈮休会
■国際奉仕委員会
青木 邦弘
NPO 法人 Peace Field Japan より
１）絆 KIZUNA プロジェクト 2015 への寄付の
をいただきまして心よりお礼申し上げます。
２）現在の支援活動状況
活動報告をさせていただきました村橋真理
は、3/8 よりイスラエルパレスチナを訪問し、
今夏やってくる参加者の選抜を行っておりま
す。今年は絆プロジェクトに参加したいとい
うパレスチナ人希望者が 16 人にもなり、広範
囲に移動しなくてはならず、面談に苦労して
いるようです。
また、絆プロジェクト 2014 に参加した日本
人学生が昨日より現地を訪問しており、村橋
と共にイスラエル、パレスチナの参加者たち
を訪問し、彼らの日常生活に触れるとともに、
–2–

現地を知るスタディーツアーを行っておりま
す。どうぞこれからもご支援、ご協力よろし
くお願い致します。
■矢田会員より
拝啓、春の息吹きが諸所にに見られる侯と
なりました。会員の皆様はロータリーの旗の
もと、益々ご健勝でご活躍のこと、大慶に存
じます。下って小生は相変わらず投薬とリハ
ビリのだるま生活を強いられております。原
因を取り除くには手術しかないのですが、事
情により先送りの状態です。以上が現況です。
さて体験例会に出席致しました中村さんは、
私の人生の最後の仕事、即ち、地域社会の活
性化と住民の皆さんの健康維持のお手伝いの
考えに共感され、施設の準備段階から参画さ
れて、持っている知識を発揮してくれた人で
す。これからもよろしくお願いします。
* 追記
ニコニコに１万円寄付します。
高梨さん卓話ご苦労様です。
○お詫び
先週の体験例会に出席された中村さんについて紹介の
お言葉を以上のように述べられました。先週号に載せら
れず申し訳ありませんでした。

■青少年・インターアクト委員会
佐藤 真吾
○ガールスカウトとのゴミ拾いについて
毎年恒例のガールスカウトとのゴミ拾いを
行います。会員皆様の多くの参加をお待ちし
ています。
日時 ４月 11 日㈯
９時 45 分集合・10 時出発（小雨決行）
11 時 30 分頃解散 大池公園にて
集合場所 二俣川駅南口ロータリー付近
■ニコニコ box( 会員敬称略 )
増田嘉一郎／桜が満開です。春を楽しんで下
さい。石塚さん、卓話楽しみにしています。
漆原恵利子／①石塚様、ようこそいらっしゃ
いました。本日は卓話よろしくお願いいたし
ます。②父の通夜、告別式におきましては、
大変お世話になりました。クラブの皆様には
励まして頂きました。今後共よろしくお願い
いたします。
斉藤 善孝／誕生日祝い有難うございます。
四捨五入したら大台です。

後藤 英則／①漆原さん、ご尊父のご冥福を
お祈り申し上げます。お疲れ様でした。②石
塚様、本日の卓話、楽し味です。
吉原 則光／新年度最初の日、幸先のよいス
タートの例会です。石塚美和様、ご多用のと
ころ卓話いただき有り難うございます。楽し
みにしております。
安藤 達雄／石塚さん、本日は卓話よろしく
お願いします。
安藤 公一／石塚様、卓話宜しくお願い致し
ます。満開の桜キレイです。
五十嵐 正／石塚さん、本日はお忙しいとこ
ろ卓話にいらして頂き有難うございます。よ
ろしくお願いします。
二宮麻理子／石塚様、本日は卓話よろしくお
願いします。
北澤 正浩／石塚様、ようこそいらっしゃい
ました。卓話よろしくお願い致します。
市川 慎二／石塚様、本日は宜しくお願い致
します。②漆原さん、お身体大切に、お気を
つけ下さいね！
■卓話
「日本生活問題研究所と昨今の情勢について」
石塚 美和

○一般社団法人 日本生活問題研究所について
日本生活問題研究所 ( 日生 ) は、終戦の年、
昭和 20 年 12 月に設立されました。
終戦直後の日本は食糧難に喘ぎ、餓死者が
出るほどの深刻な飢餓状態にあった中、アメ
リカ政府に対する食糧支援申し入れに必要な
具体的データとして「国民の栄養状態及び食
糧事情」実態調査を行うために設立されまし
た。
2012 年、一般社団法人への移行に伴い、現
在は国民の「安全、安心」を阻害する諸問題
の解決を目的とした事業を行っており、組織

は以下のセンターからなります。
・就職活動支援センター
・快眠支援センター
・サイバーセキュリティ支援センター
・家庭教育支援センター
・企業リーダー支援センター
・知的社会情報サービスセンター
○サイバーセキュリティ支援センターの活動
について
近年、インターネットが普及し、私たちの
生活はとても便利になりました。しかしなが
ら、一方で「サイバー攻撃」という脅威も、
その簡易さや多様性を増し、利便性に比例し
て息を潜めながら近づいてきているようです。
一例では、2014 年の不正アクセス禁止法違
反事件は過去最多で、うちインターネット銀
行の不正送金事件は
1,944 件 (2015.3.19 日本経済新聞 )
被害額は約 29 億 1,000 万円
(2015.2.12 警察庁
平成 26 年度中のインターネットバンキングに
係る不正送金事犯の発生状況等について )
○あなたは大丈夫ですか？
・パスワードは、どう管理していますか？
・パソコンがウイルスに感染したら、どんな
現象が起きるか知っていますか？
・お子さんが携帯電話をどのように使用して
いるかわかりますか？
・家族、友人、知人とスマホで撮影した画像
はどうしていますか？
サイバー犯罪のターゲットは、官公庁や企
業だけではありません。今や一般ユーザーに
も被害は拡大しています。
さらに近年、迷惑メール、ネット詐欺、ネッ
トいじめ、情報漏えいなど、インターネット
を取り巻く問題は多様化しており、「自分だけ
は大丈夫」といった油断はできない状況です。
日生研の「サイバーセキュリティ支援セン
ター」ではサイバー有識者を結集し、サイバー
攻撃の現状について啓蒙啓発するための各種
セミナーを開催する等の活動をおこなってい
ます。
■次週の卓話
4/15 ㈬一般卓話
福村 正会員
週報担当 杉山 雅彦
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２０１４～２０１５年度 第１2回 理事・役員会議事録
日時 平成２７年4月1日

出席者
増田嘉一郎 新川 尚 青木邦弘 安藤公一 佐藤真吾

場所 クラブ例会場

後藤英則 佐藤利明 漆原恵利子 内田 敏

欠席者
田川富男 福村 正 齋藤善孝
【報告事項】
１ 地区
4月17日(金)

退会防止セミナー

4月17日(金)

７クラブ合同例会

4月18日(土)

米山奨学生カウンセラー・オリエンテーション

２ クラブ
4月8日(水)

第５回クラブ協議会

4月11日(土)

ガールスカウト清掃奉仕への協力

4月15日(水)

次年度第１回クラブ協議会

4月22日(水)

臨時理事役員会予定

5月13日(水)

第１３回理事役員会

３ ３月収支
①本会計

予算

３月末累計

昨年３月末累計対比

収入

10,474,995

10,029,288

7,068

支出

10,477,078

8,559,131

380,455

△2,083

1,470,157

△373,387

収支合計
②特別会計

予算

３月末累計

昨年３月末累計対比

収入

1,500,000

1,182,780

△39,220

支出

900,000

312,254

84,163

収支合計

600,000

870,526

△123,383

※チャリコン１２万円は未払
③①＋②合算

予算

３月末累計

昨年３月末累計対比

収入

11,974,995

11,212,068

△32,152

支出

11,377,078

8,871,385

464,618

597,917

2,340,683

△496,770

収支合計
【審議事項】

１）２０１５～１６年度 地区補助金対象プロジェクト申請の件
申請を新川会長エレクトに一任することで承認された。
２）年会費値上げの件
年会費を２万円値上げして２８万円とすることは、理事役員会が今後も（次年度以降も含む）経費
削減対策を検討していくことを確認して承認された（賛成７名、反対１名、棄権１名）。
３）クラブ細則検討ワーキング・グループへの諮問の件
クラブ細則検討ワーキング・グループ（メンバーは７月選任のまま）に以下の諮問をすることが承認
された。

(１)次の点につき改正の要否及び改正をするならその条項の作成
ア 理事候補者指名委員会における副会長候補の選任は、５代前からの会長経験者５名の協議
の結果を審議する。
イ 副会長を会長ノミニーとする。
(２)年会費を２８万円とする改正条項の作成
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