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2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「私の職業奉仕への思い」 

国際ロータリー第 2790 地区 

職業奉仕委員会  

委員長 中村 俊人様（柏東 RC） 

 

前回例会報告（８月１０日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

 

ビジター紹介： 

千葉県警察本部 生活安全部サイバー犯罪対策課 

対策係 情報セキュリティアドバイザー 

星野 和彦様（卓話者） 

 

銚子東ＲＣ 川津 光雄様 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは・・。毎日暑い日が続きま

すが、お体に気をつけら

れてお過ごしください。 

この土曜日、銚子みな

とまつり・花火大会が開

催されました。私の家は

利根川のすぐそばの花

火大会会場の正面です

ので、友人知人を招いて

の宴席が毎年恒例になっていますが、今年も 30

名ほどが集まり、天候にも恵まれ、風も穏やか

で、それはそれは素晴らしい花火でした。 

日曜は、ロータリーの奉仕プロジェクト委員

会、財団委員会との合同のセミナーが千葉のＴ

ＫＣガーデンホテルで開催され、上総財団委員

長、石毛幹事と 3 名で参加をしてきました。１

時 30分から 5時過ぎまでのセミナーでしたが、

とても充実した内容だったと思います。我がク

ラブから出向の地区国際奉仕委員長・高木会員

の出番は休憩後の 3 時 50 分から約 40 分、380

人を前に二クラブの発表をからめての堂々と

した話ぶり、そしてその立ち振る舞いに見入っ

てしまいました。 
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セミナーの内容は、おもに地区補助金、グロ

ーバル補助金の申請の仕方と、その参考例、そ

して財団の年次寄付についてのお話でしたが、

銚子ロータリークラブは 3年前と本年度と二度、

地区補助金を活用していますので、そちらにつ

いてはほぼ理解をしていたところです。 

そんな中でちょっと気になったことが一つ

ありました。みなさんご存知の通り、奉仕プロ

ジェクト委員会のなかに、職業奉仕委員会も小

委員会として入っていますが、その持ち時間が

全体の 210 分の中の 22～3 分だったことです。

来来週、銚子へお越しになる中村職業奉仕委員

長がお話しをされ、とても分かりやすい内容で

素晴らしいお話だったと思いますが、補助金が

メインのセミナーとはいえ、短すぎるのではな

いかと思います。以前の職業奉仕月間は 10 月

で、職業奉仕セミナーも開催されていましたが、

本年度のスケジュールを見ても職業奉仕関連

のセミナーはどこにも予定されていないのが

残念に思います。 

さて今日の卓話は、「近年のインターネット

犯罪の現状」として、星野和彦様のお話となり

ます。二週間前の、銚子東 RC の例会へ石毛幹

事とメーキャップをした際も、星野様のお話を

お聞きすることができましたが、とても興味の

あるお話が満載でした。本日の星野様の卓話を

楽しみに待ちながら、会長挨拶を終わらせてい

ただきます。 

 

幹 事 報 告 

【活動計画書拝受】流山 RC 

1.クラブ活動計画書の送付

依頼について 

2.地区ゴルフ大会について 

3.使用禁止イメージ画像に

ついてのご連絡 

4.夏季休業のお知らせ 

…以上、ガバナー事務所 

5.ロータリーの手引書…ﾛｰﾀﾘｰの友事務所 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます  

小林 昭弘会員(８月８日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

なし 

 

 

 

 

卓話者の紹介をする 

高瀬例会運営委員長 

 

 

卓  話 

「近年のインターネット犯罪の現状」 

千葉県警察本部 生活安全部サイバー犯罪

対策課 対策係 

情報ｾｷｭﾘﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 星野 和彦様 

千葉県警サイバー

犯罪対策課の星野で

す。本日は「インター

ネット利用に係るリ

スクの拡大」について、

４点ほどお話させて

いただきます。 

まず１点目ですが、

ＩＤ、パスワードの使

い回しについてです。みなさんはネット上で
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様々なＩＤ、パスワードを使われていると思い

ますが、これらを使いまわして居る方も少なく

ないと思います。例えば、アマゾンと楽天を共

通のＩＤ、パスワードで利用しているような場

合です。このような利用法は管理は簡単ですが、

お使いのパソコンがウイルスに感染するなど

して、ＩＤ、パスワードが流出してしまうと、

入手したハッカー達はそれを使って様々なサ

イトにアクセスを試みますので、軒並み被害が

出てしまうことになります。このような手法を

「リスト型攻撃」といい、個人、企業を問わず、

近年、非常に増えているものです。これを防ぐ

ためには、結局のところ ID、パスワードを使い

まわさないということに尽きます。ＩＤ、パス

ワードの使い回しをされている方はぜひ再検

討いただくことをお勧めいたします。 

２点目はいわゆる「リベンジ・ポルノ」につ

いてです。「リベンジ・ポルノ」とは、別れた

元交際相手が、相手から拒否されたことへの報

復として、相手の裸の写真や動画など性的画像

を無断でネットの掲示板などに公開する行為

を言い、近年では罰則や削除など対応する法律

も整備されてきましたが、それと併せて、ネッ

ト上で「検索結果にヒットしない」ように検索

事業者に要請することもできるようになって

きています（これを「忘れられる権利」といい

ます）、万一、女性従業員等でこのような被害

に遭われた場合、この「忘れられる権利」も利

用していただきたいと思います。 

３点目はＳＮＳについてです。ＬＩＮＥやＴ

ｗｉｔｔｅｒなどのＳＮＳは大変便利なもの

ですが、ついて内輪話のようなつもりで、会社

の内部情報を書いてし

まい、結果的に会社に莫

大な被害を与えてしま

ったり、別の書き込みか

ら芋づる式に個人情報

を特定されてしまうなどの例は枚挙のいとま

がありません。本日は管理者の方が多いと思い

ますが、従業員の皆様にはＳＮＳでの書き込み

について、十分、ご注意いただくようお伝えい

ただきたいと思います。 

最後はネット詐欺についてです。ネット上で

の詐欺はオークション詐欺、不当請求、そして

偽サイトといったものが最近増えています。オ

ークション詐欺や不当請求などはいったん減

少傾向になましたが平成２４年あたりから再

び増加傾向となっています。これらの対策につ

いては、昔からいわれていることではあります

が、「あまり安いものは疑ってかかる」「不当請

求は無視」といった基本を実践していただくし

かありません。 

以上、４点、昨今のネットを利用していく上で、

リスクが拡大しているポイントについてお話

しさせていただきました。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

委員会報告 

田中 英子青少年奉仕委員長 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ 協賛事業  

関東近県中学野球大会のご案内 

球 場：銚子市野球場     

開会式:８月２０日(土)午前８：００～        

集合時間午前 7 時 40 分  

 

閉会式:２１日(日)午後４：００（予定） 

集合時間午後３時 

決勝戦が終わり次第閉会式となります。表彰式

にて金メダル・銀メダル授与式を行います 

参加者はメークアップの対象となります。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



−4− 

【出席報告】 

会員総数３９名 

出席計算３７名 

出  席２７名 欠席１０名 出席率 72.97% 

欠  席：伊東君・金子君・木曽君・越川君 

丸山君・宮内(秀)君・永澤君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

なし 

【ニコニコ】 

ＲＩよりお知らせ 

2016年 7月 20日 

ＲＩ公式名簿に関する変更について 

2016-17年度より、ＣＤ版と印刷版の公式名簿

は提供されません。PDF形式の完全版公式名簿

（英語）は、My ROTARYのアカウントを利用し

てダウンロードできるようになります。 

また、名簿の前部は、らせん綴じのより小さい

サイズで印刷され、10米ドルで購入できます。 

（ＲＩ・ＨＰより） 

 

 

2016－2017 年度地区大会のご案内 

９月２５日（日）登録 8：30 点鐘 9：30 

大会本会議・懇親会場：成田国際文化会館 

（成田市土屋 303 tel0476(23)1331） 

※東クラブとの合同バスがでます。 

 是非ご参加下さい。 

ニコニコ BOX ￥ 2,000 計 ￥ 89,000 

スモールコイン ￥ 2,450  計 ￥  7,251 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  6,160  

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 51,100 

次週のプログラム（８月３１日） 

「６０周年記念事業に因んで」 

青野 秀樹 60周年記念実行委員長 

松本 恭一情報整理委員長 

金島  弘記念事業委員長 

佐藤 直子式典委員長 

お弁当：あぐり（幕の内） 


