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第2777回 村山年度 第43回 会報 2017 5-31 司会 田中 徹君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  安藤譲治君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 5月31日 38(5) 30(3) 8(2) 83.3% 

前回 5月24日 38(5) 27(4) 11(1) 73.0% 7人 91.9% 

 2013-14年度 第2550地区 
パストガバナー 飯村愼一様 

 那須塩原市国際交流員 
フロレンティーネ・ロンニガー様 

報を誰のものか特定できないよう加工すれば、本
人の同意がなくても第三者に提供することを認め
る内容となっています。これにより大量の個人情報
を「ビッグデータ」とし有効活用することにより、ビジ
ネスチャンスが拡大することを期待しているとのこと
です。 

 皆様、今日は。本日は、昨日5月30日に施行され
ました「改正個人情報保護法」についてお話しさせ
ていただきます。 
 2005年4月に全面施行された個人情報保護法は、
皆様も何かと不便な思いをされたことがあると思い
ます。今回の改正は、原則として本人の同意のな
いまま個人情報を第三者に提供しないことを義務
付けてたことを改め、企業などが保有する個人情 

 そして、これまでは個人情報の不適切な取り扱い
があった場合の対応は、その事業者を所管する官
公庁が当たっていましたが、これからは新設された
「個人情報保護委員会」にその権限が一元化され
ます。 
 また、今改正では小規模取扱事業者（5,000人分
以下の個人情報）の例外規定が撤廃されました。
そのため、法人に限定されず、営利か非営利かも
問われないため、個人事業主やNPO、自治会等
の非営利組織であっても、次のような個人情報
データベース等を事業の用に供してる場合、「個
人情報取扱事業者」となります。 
○ メールソフトのアドレス帳 
○ 仕事で使う携帯電話の電話帳 
○ ソフトウェア等でリスト化された従業者や顧客台

帳 
○ 五十音順に整理し、インデックスを付してファイ

ルしている登録カード個人情報取扱事業者は、
データの漏洩、滅失又は棄損の防止その他の 

1 

mailto:m2550@agate.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp


個人データの安全管理のために必要かつ適切
な措置を講じなければなりません。 

○ 組織的安全管理措置 
規程等の整備と運用など 

○ 物理的安全管理措置 
盗難、破壊、破損、漏水、火災、停電等からの
物理的な保護 

○ 人的安全管理措置 
雇用契約及び委託契約等における非開示解
約の締結など 

○ 技術的安全管理措置 
• アクセスにおける識別と認証、制御、権限管

理、記録 
• 不正ソフトウェア対策 
• 移送、送信時の対策（暗号化等） 
• 情報システムの動作確認時の対策（セキュリ

ティーシステムの検証） 
• 情報システムの監視（使用状況等） 

 以上、改正法の主な点を紹介させていただきま
した。詳細については、「個人情報保護委員会の
ホームページで確認できますので、そちらでご確
認いただければと思います。 
 ITの進歩で様々な分野での利便性、生産性が向
上する一方、サイバー攻撃等の不正行為も増加し
ているようです。それらの技術に全く無知な私に
とって、デジタル通信のセキュリティー対策は、非
常に頭が痛いところです。本日は、改正個人情報
保護法について、ザックリと触れさせていただきま
した。ご清聴有難うございました。 

お役様ご挨拶 
2013-14年度 第2550地区 
パストガバナー 飯村愼一様 

 只今紹介にあずかりました2013-14年度ガバ
ナーでありました飯村でございます。当時は平山
会長様、石山幹事様には大変お世話になりました。 
 また本年度は栃木ガバナーのもと髙木ガバナー
補佐には大変お世話になりました。心より感謝申し
上げます。 
 本日は地区のガバナー指名委員会委員長として
ご挨拶にあがりました。突然の訪問で驚かれたと思
いますが、まだガバナーを輩出していないクラブ、
また輩出されても現在パストガバナーが諮問委員  

にいらっしゃらないクラブをご挨拶にあがっている
次第です。ガバナーを30年以上、輩出していない
クラブは9クラブございますが既に訪問させて頂き
ました。 
 黒磯ロータリークラブは半田ガバナーを輩出致し
まして県北の優良クラブです。是非とも半田ガバ
ナーに引き続きましてガバナーを輩出して頂けれ
ばとお願いにあがった次第です。宜しくお願い申
し上げます。  

第43回幹事報告です。 
 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より第1回

実行委員会資料が届きました。室井次男社会
奉仕委員長が本日お休みでしたので、室井委
員長のポストにお入れしました。 

 栃木県県北健康福祉センターより、栃木県少
年の主張発表那須地区大会の開催及び後援
のお願いが届きました。開催日が9月ですので、
稲垣政一次年度幹事にお渡ししました。 

 ガナバー事務所より6月のロータリーレートが
$1=110円と連絡がございました。 

 西那須野ロータリークラブより、会報が届きまし
た。現在回覧しております。 

 手続要覧並びにロータリー手帳購入された方
へのご連絡です。お支払いを現金にて回収し
ますので、ご準備下さい。因みに手続要覧が
696円、ロータリー手帳が648円となっておりま
す。 

 新旧委員長引継ぎ会を6月14日（水）18：00より、
石山で開催致します。委員長が出席できない
場合は、副委員長の出席手配をお願い致しま
す。 

 本日例会終了後、黒磯クラブ歴代会長の皆様
はお残り下さい。 

委員会報告 植竹一裕幹事 

 幹事報告に続きまして、クラブ奉仕委員長、副会
長の二人が所用によりお休みですので、代わりに
委員会報告を受け付けさせて頂きます。発表のあ
る委員会は挙手をよろしくお願いします。 
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 5月10日に村山年度第4回最終ゴルフ大会が那
須ゴルフ倶楽部に於いて、第1グループ親睦ゴル
フ大会と同時開催で行われました。 
 優勝は秋間忍君でした、村山会長優勝トロ
フィーをお渡し下さい。 

村山会長   秋間忍君 
 クラブ定款細則検討委員 月江寛智君 

クラブ細則改正の趣旨 
○ 例会頻度の見直しについて 

2017年2月22日のクラブ協議会「将来に繋がる
クラブのありかたについて」において高木会長
エレクトから次年度は月3回程度の例会にした
いとの表明があった。 
その趣旨が堅いことをその後の話からも確認
し、本年4月10日から15日にかけて開かれたRI
規定審議会の採択結果を確認し、4月19日例
会終了後、第3回定款細則検討委員会を開
き、下記の改定クラブ定款にそって｢月3回程
度の例会開催の可能性について｣検討し、祝
日を含む週の例会を取り止めることが了承され
た。 

クラブ定款第８条、会合 
 

第１節 例会 
（ｃ）取消。例会日が一般に認められた祝日を含む
国民の祝日にあたる場合、またはその週に一般に
認められた祝日を含む国民の祝日が含まれる場
合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全
地域社会にわたって流行病または災害が発生し
た場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会
員の生命を脅かす場合、理事会は例会を取りや
めることができる。理事会は、本項に明記されてい
ない理由であっても、１年に４回まで例会を取りや
めることができる。ただし、本クラブが３回を越えて
続けて例会を開かないようなことがあってはならな
い。 
 和気年度にロータリー情報委員長として、今回
の規定審議会に提出された立法案について解説
した。 
 今回の規定審議会（4月5日～10日）ではRI理事
会および米国5450地区から「クラブ例会と出席に
柔軟制を認める件」が提案され、その趣旨および
効果の解説では各ロータリークラブの細則で例会
頻度と出席に関する規定を定めるようクラブに柔
軟制を与えるものであるとし、 
・クラブがいつ、どのくらいの頻度で例会を開くか
決める。 
・適切な出席要件を定める。 
・欠席による終結の方針を修正または削除する。 
 このような柔軟性がないと、ロータリーでは今後、
会員基盤の縮小と高齢化が続く可能性があり、会
員縮小に歯止めをかけられなくなるほど極端な会
員構成となる可能性があるとされた。 
 質疑応答では「毎月少なくとも2回例会を開催す
る」が追加提案される。 
 情報によると、これらに対する１時間におよぶ討
議があり、賛成392反対82で採決され上記のクラブ
定款となった。 
○ 入会金と年会費の減額は、会員増強と例回数

減の為と会長エレクトから説明があった。 

瀬尾紀夫君 

荒牧明二君 明日は6月1日アユの解禁日で
す。 

時 庭 稔 君 明日はアユの解禁です。（つ
れますように！） 3 

 ゴルフ愛好会 髙木慶一君 



村 山 茂 君 2013-14年度パストガバナー飯
村愼一様（宇都宮90RC）よう
こそ黒磯クラブへ 

髙木慶一君 リンツ市からのフローリンを
歓迎して、ようこそ 

飯村愼一様 地区ガバナー指名委員会委員
長としてごあいさつにあがり
ました。 

平 山 博 君 パストガバナー飯村愼一様よ
うこそ 黒磯クラブへ 

親睦ゴルフ
実行委員会 

5/10那須クラブでの第1グルー
プ親睦ゴルフ大会では大変お
世話になりました。 

第1グループガバナー補佐 
髙木慶一様 

 今日は第1グループ補佐として地区情報を報告
する卓話の時間ですが、過日那須塩原市から9月
14日から20日姉妹都市オーストリア、リンツ市への
訪問団にロータリークラブから派遣依頼がありまし
た。ガバナー補佐として西那須野RC塩原RC黒磯
RC3クラブに要請しました。結果、黒磯RCから秋
葉秀樹君の派遣が決まりました。そこで今日は、
那須塩原市にリンツから国際交流員とし来ている、
フロレンティーネ・ロンニガーさんにリンツ市の紹介
の卓話をお願いしました。それではロンニガーさん
宜しくお願いします。 

 那須塩原市国際交流員 
フロレンティーネ・ロンニガー様 

 皆さん今日はフロレンティーネ・ロンニガーと申し
ます。去年8月から那須塩原市市役所に勤めてお
ります。今日はお招き頂き有難うございました。 
 これから「リンツ市といきいき姉妹都市へ」というタ
イトルで以下の三つのテーマをパワーポイントにて
発表します。宜しくお願いします。 

1. オーストリアの歴史、オーストリアと日本との関
係 

2. オーストリアの首都ウィーンと姉妹都市リンツ
の紹介 

3. 国際交流員の仕事 
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次回例会          平成29年6月7日         担当 親睦 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  木曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

5月31日欠席(敬称略) 
荒井昌一・遠藤清和・大島三千三・大森貞男 
吉光寺政雄・髙木茂・深町彰・室井次男 

前回 5月24日分メークアップ(敬称略) 
秋間忍・荒井昌一・鈴木久雄・瀬尾紀夫 
髙木慶一・和気勝利・薄孝明 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 6 
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