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今週のプログラム 

夜間移動例会「観月会」 

 

 

前回例会報告（９月２０日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

 

 

会長挨拶 

台風１８号は、被害も無く無事通り過ぎてく

れました。今回のように本土４島すべてに上陸

した台風は、１９５１年観測以来初だそうです。

被害に遭われた地域の方々にはお見舞い申し上

げます。 

 先週のガバナー公式訪問例会・協議会、お蔭

さまで無事終わりました。非常に高い出席率と

多くの質問で盛りあがった一日でした。銚子ク

ラブの雰囲気、ガバナーのお人柄、お互いに良

く分りあえたことでしょう。特に、突然の質問

に対するガバナーの理路整然とした回答には、

皆さんも感心されたのではないでしょうか。 

 これに先立ち、１１時から行われました懇談

会について報告します。ガバナー、ガバナー補

佐、会長幹事、次年度会長幹事、地区幹事長、

他に４名、計１１名という過去に例のない大人

数でした。雑談形式で和やかな雰囲気の中、会

員増強について、当クラブのプロジェクトにつ

いて、洋上風力発電についてなど多種多様な話

題が上がりました。あっという間の１時間でし

た。 

 さて、本日は IT についての卓話ですが、昨今

のデジタル社会について日頃思っていることを

お話しいたします。昔のアナログテレビは４本

の足でどうにか立っていて、時々映りが悪くな

ってもひっぱたくと直ってくれたりしたもので

した。又画像が乱れた時に、チャンネルを少し

押しながら横に回すと、きれいな画面に戻った

りもしました。どちらも一時的でしたが、それ

でも何か人間的でした。又、黒電話は小さな座

布団のような物の上に鎮座し、家で一番いい場

所に置かれ家族の一員のようでした。 

 そして時代が変わり、デジタル社会になり大

変便利になりました。ところがデジタル機器は

少しでも不具合があると全く動きません。ひっ

ぱたこうが何しようが動じません。完璧でない

と動かない、人間をあざ笑うかのようです。技

術の進歩も早く、修理もなじまず、定期的に買

い替えが必要です。愛着の湧く道具とは程遠い
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存在になりました。 

 そういうデジタル社会に暮らす中で、我々人

間も考えがデジタル的になってきたのではない

でしょうか。昨今の報道を見ていても、すべて

に完璧を求める、そして白黒をはっきり付けた

がる。法律でさえ、疑わしきは罰せず、という

大原則があるのに、疑いが感じられると黒に走

る。公人に対する必要以上の失言、粗さがし。

本来プライベートであるはずの執拗な不倫報道

など。人間は本来いい加減なものであり、それ

が集まりどうにか社会を作っています。少し目

を瞑るという人間本来のアナログ的思考が無く

なってきたような気がします。（決していい加減

な社会を望んでいるわけではありません） 

 今後、デジタル社会で益々重要になるのは、

「寛容の心」に代表されるロータリーのアナロ

グ的思考ではないか。そのことを最近強く感じ

ます。  

臨時理事会報告 

１）ＲＹＬＡ実行委員推薦の件     …承認 

幹 事 報 告 

【週報拝受】波崎ＲＣ 

1. 九州北部豪雨災害に対する義

援金のお礼と御報告 

2. 植樹に関するアンケート ご協

力のお願い 

3. 野球リーグマリン大会のご案内 

…ガバナー事務所 

4. ハイライトよねやま ２１０ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

5. 友好地区交流フィールドゲームのご案内 

…地区ＲＡＣ委員会 

6. 創立 60周年記念例会のご案内 

…佐原ＲＣ 

7. 第 65回銚子市小中学校児童生徒・教職員科学

作品展の御礼…銚子市小中学校文化振興協会 

8. うみなり第54号    …銚子地区保護司会 

9. 敬老祝賀会のお礼状   …さざんか園 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

10月 25日(水)→21日(土)第 8分区情報研修会 

点鐘 15時  

香取市商工会へ振替のため休会 

銚子東ＲＣ 

10月 3日(火)→9月 30日(土)～10月 1日(日) 

山形酒田市方面移動例会の為 

（10月 3日は振替休会） 

10日(火)夜間移動例会観月会 点鐘 6時 30分 

犬吠埼ホテル 

会員の記念日 

☆結婚記念日 

佐藤 直子会員（９月１５日) 

松本 恭一会員（９月１９日）   

ニコニコＢＯＸ  

✧金子 芳則会員 

里帰り出産中の次女が今朝５時に男の子を産

みました。次男です。これで孫は高校生から０

才まで４人になりました。将来に１人はロータ

ーアクトへ入れるようにしたいです。 

卓  話 

「インターネットセキュリティ対策について」 

副島 賢治会員 

皆様こんにちは。

本日は卓話の機

会を頂戴いたし

まして、誠にあり

がとうございま

す。最近何かと話

題になることの

多い、サイバー攻

撃の現状とセキ

ュリティ対策について話をさせていただきたい

と思います。 

2015 年の 1 年間で 1.4 億種を超える新種のマ

ルウェア（コンピューターウイルスをはじめと

する有害なソフトウェア）が生まれています。1

日換算で 38 万種、今この一瞬にも、1 秒あたり

4.5 種のマルウェアが新たに誕生している計算

になります。また、サイバー攻撃の被害に 5 年

間で会う確率は15％に上るという調査結果が出

ており、これは交通事故に 5 年間で合う確率

3.5％、侵入窃盗に 5 年間で合う確率 0.7％と比

較して、非常に高いものとなっています。さら

に、狙われているのは大企業だけではなく、標

的型攻撃を受けた企業の規模別で見ると、従業

員 250 人以下の小規模企業が占める割合が年々

増加し、2015 年では実に 43％を占めています。

警察に寄せられるサイバー攻撃に関する相談件

数は、2014年には約12万件にも上っています。 

次に、企業に潜むセキュリティリスクについ

てご説明いたします。まず一つ目は、フィッシ

ング詐欺についてです。フィッシング詐欺とは、

実在する金融機関や企業などを装った偽の電子

メールやウェブサイトで、クレジットカードの

番号や暗証番号などの個人情報を不正入手する

詐欺行為のことです。このような偽のウェブサ
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イトは実に巧妙にできていて、本物との見分け

が非常につきにくいものになっています。イン

ターネットバンキングに関わる不正送金事犯が

全国で増加傾向にあり、2015 年には被害額が

30 億円を超え、過去最悪となっています。 

二つ目は、標的型攻撃メールについてです。

標的型攻撃メールとは、機密漏えいなどのサイ

バー攻撃を目的として、特定の企業・組織・個

人に送りつけられる電子メールのことです。送

信元を実在の人物名や組織名にしたり、業務上

関連のある内容を装ったりして、コンピュータ

ーウイルスを埋め込んだ添付ファイルを開かせ

るといった手口になります。サイバー攻撃の侵

入経路は 93％が標的型攻撃メールであり、巧妙

なあまり実に 86％が自らでは気がつけず、外部

からの指摘で発覚しているという調査結果が出

ています。 

三つ目は、ランサムウェアについてです。ラ

ンサムウェアとは、コンピューターウイルスの

一種で、感染したコンピューターを復旧するた

めとして、不当な料金請求をするものです。ち

なみに、ランサム（ransom）とは身代金のこと

で、コンピューター内のファイルをすべて読み

取れないファイル形式に暗号化し、暗号を解除

する代わりに金銭を要求するといった手口にな

ります。今年 5 月には世界中で「WannaCry（ワ

ナクライ）」というランサムウェアによる被害が

起きましたが、ではなぜデータが完全に戻る保

証もないのに身代金を払ってしまうのか。それ

は身代金がそれほど高額ではなく払える金額な

ので、業務に支障が出るくらいなら払ってしま

う、という実態があるようです。 

続きまして、企業において必要不可欠なセキ

ュリティ対策についてご説明いたします。セキ

ュリティ対策は、これだけをやっておけば大丈

夫というものはなく、ひとつ突破されても攻略

されない対策（多重防御）を施すことが重要に

なります。この対策には大きく四つあります。 

一つ目は、ネットワークの出入り口での防御

です。具体的には、インターネットの出入り口

に「UTM」（Unified Threat Management：統

合脅威管理）という装置を置くことになります。

UTM は、それ 1 台でファイアウォール、アンチ

ウイルス、アンチスパム、不正侵入検知、ウェ

ブフィルタリングといった複数のセキュリティ

機能を搭載している装置になります。 

二つ目は、端末（エンドポイント）での防御

です。具体的には、ウイルス対策ソフトの導入

になります。ウイルス対策ソフトは 90％以上の

企業で導入されていますが、中小企業では半数

以上が個人向けソフトを利用している状況です。

個人向けソフトは定期的にバージョンアップが

必要となることもあり、バージョンアップをし

ないと新種のウイルスに感染する危険性が高ま

ります。このため、自動でバージョンアップを

行うなどの機能を持った、企業向けウイルス対

策サービスを導入することが重要です。 

三つ目は、重要データの定期バックアップに

なります。万が一コンピューターがランサムウ

ェア等に感染した場合でも、データを別の場所

に保管しておけば安心です。最近はストレージ

サービスといって、インターネット上でファイ

ル保管用のディスクスペースにデータを保存す

るサービスが主流となっています。 

四つ目は、社員教育等の人的セキュリティ対

策です。オンライン型の e ラーニングや標的型

攻撃メールの訓練サービスなどを利用して、社

員一人ひとりのセキュリティ意識を高めること

も重要になります。 

最後になりますが、もし皆様の会社でセキュ

リティ対策についての困りごとなどがございま

したら、お気軽に私までご相談ください。本日

はご清聴、誠にありがとうございました。 

委員会報告 
宮内秀章社会奉仕委員長 

バザール品のご協力有難うござ

います。 

明日の秋の全国交通安全運動 

出発式は 4時～ 

25日（月）薄暮時街頭監視 4時～ 

ぜひ、ご参加ください。 

 

島田洋二郎ｸﾗﾌﾞ情報・研修委員長 

2018-19 年度ＲＩ会長が発表され

ました。バリー・ラシン氏 

（イーストナッソーＲＣ所属） 

詳しくは本日の会報をご覧くだ

さい。 
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次週のプログラム（１０月４日） 

「ロータリーの理念研修とＲＬＩについて」 

宮内 龍雄地区ロータリー研修委員 

 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席：２９名 欠  席：８名  

出席率 ７８．３８％ 

欠席：青野君・木曽君・永澤君・大里君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君・遠山君 

 

【Ｍ Ｕ】  

9/21秋の全国交通安全運動 出発式（参加１１名）  

石毛(充)君・金子君・金島君・上総君・小林君 

松本君・宮内(秀)君・櫻井(公)君・島田君 

副島君・田中君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全功労者の表彰 

田中英子会員☜ 

 

 

 

 

 

 

9/25薄暮時街頭監視（参加１１名）  

石毛(充)君・金島君・小林君・神津君・松本君 

宮内(秀)君・永澤君・大岩君・櫻井(公)君 

島田君・副島君 

 

 

9/26 銚子東ＲＣ 伊藤君・大里君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ研修・情報委員会 

 

＝ガバナーノミニー・デジグネート発表＝ 

 

9 月 19 日に開かれた 2790 地区指名委員会

において、ガバナーノミニー・デジグネート

として 漆
うるし

 原
ばら

 摂
せつ

 子
こ

氏 が選出されました。 

 

 所  属  勝浦ロータリークラブ 

ロータリー歴 

2008 年 勝浦 RC 入会 

2015-16 年度  会 長 

職  業  ビーエイチエス㈱ 

      代表取締役 

職業分類 ホテル 

 

                     
 

ガバナーノミニー・デジグネートについては、 

「国際ロータリー細則第 14 条」手続要覧 61 ペ

ージをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年１０月のロータリーレート112円 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥175,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 14,801 

米山 BOX ￥ 2,780  計 ￥ 16,906  

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 85,100 


