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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

3/11～12 会長エレクト研修セミナー＠マリ

エールオークパイン日田 

3/31   花見の会＠とくなが中の瀬本店 

 

 

 
令和５年（2023）年２月２７日 
斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 

2 月 27 日（月）「第 3 回クラブ協議会」より 

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日は卓話の時間を頂戴し「第 3 回ク

ラブ協議会」を開催いたします。事業予定のある委員長はよろ

しくお願いいたします。 

さて、公共政策シンクタンクのサイバーセキュリティのプロ

は、「『同意』を押した時や、アプリがデバイスの設定を変更す

るよう促した時に付与している許可についても考慮すべきだ」

と忠告してます。このような許可は、企業や広告主を含む他の

団体がデータにアクセスするための経路をつくり出します。「あ

なたの携帯電話やデータにアクセスできる人が増えれば増える

ほど、あなたに関する情報の安全性は低下する」ということは、

火を見るよりも明らかなのです。サイバー攻撃やサイバースパ

イ活動を、特定の国に直接帰属させることは困難なことです。

アプリと国家の攻撃との間に相関関係を持たせることは、さら

に困難なものとなります。 

しかし、サイバー攻撃の増加や悪用される可能性のあるアプリ

の報告が増えていることには、さらなる警告を促すべきでしょ

う。 

 

 

 

第２８回例会記録（通算第 2919 回）  

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 2 

なる警告を促すべきでしょう。「暇つぶしのアプリのた

めに、ある国の企業に個人情報を提供する価値が本当に

あるのか？」を皆さん考えてみてください。そして、ア

プリをダウンロードする前に、よく考えてみてください。

一人ひとりが自分の携帯電話、自分のアプリ、そして自

分の安全にもっと危機感を持つことが、サイバー攻撃に

対抗する唯一の方法なのではないでしょうか？スマー

トフォンの普及により、日本人の生活にすっかり定着し

た LINE。利便性が高いコミュニケーションアプリとして

活用されている反面、さまざまな危険性が指摘されてい

ます。LINE の危険性として特に挙げられるのが、個人情

報の管理に関する指摘です。2014 年には、LINE でやり

取りされた通話・メッセージの内容が、韓国政府に漏洩

していたという報道がありました。退職した従業員の情

報管理ができない個人のスマートフォンで LINE を使っ

ていた場合、退職した元従業員の端末に業務情報が残り

続けます。情報漏えいが発生した場合、企業側にはログ

が残っていないため、流出元の特定は困難です。企業と

してログ管理ができない個人アカウントである以上、い

つ・誰が・どんなやりとりをしていたのか、企業では把

握ができません。トラブルが発生した場合、情報の追跡

や状況確認ができず、責任の所在をつかめない状況に陥

ります。また、退職後の社員がプライベートな付き合い

のために LINE グループに参加し続けている状態は絶対 

に避けましょう。社内情報やファイルを転送される恐れ

があります。社員の退職時にはグループからの退会と会

話ログの破棄を指示することを徹底してください。そこ

で弊社は谷口英樹会員にお願いして NTTさんのエルガナ

という秘匿性の高いアプリを使っています。社内でのや

り取りは全てこのアプリでやり取りをします。秘匿性が

高い分多少使い勝手が悪い部分も正直ありますが、お客

様の情報漏洩などは最小限にとどめる事が出来るでし

ょう。皆さんも一度谷口会員にご相談されてはいかがで

しょうか？ 

以上、会長報告です。 

 

幹事報告（三角雄介君） 

1.姫路南 RC より、2月週報が届いております。 

2.本日の卓話は「第3回クラブ協議会」を開催いたしま

す。事業予定のある委員会 委員長はよろしくお願い

いたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05 福祉 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3 月 7 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 5 日（日）10：30～ 

[場  所] 維和島 

 

○西南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 9 日（木）18：30～ 

[場  所] ビアレストランオーデン 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 9 日（木）19：30～ 

[場  所] のぐち酒屋 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 21 日（火）12：30～ 

○平成 RC～ガバナー公式訪問例会のため時間変更 

[変更前] 3 月 22 日（水）18：30～ 

[変更後] 3 月 22 日（水）18：00～ 

○西南 RC～オンライン例会に変更 

[日  程] 3 月 23 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 23 日（木）13：00～ 

○05 福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 28 日（火）7：00～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 30 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 30 日（木）13：00～ 

 

 

委員会報告 

●SAA 委員会（渕田俊郎君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。例会時のマスク着用につきま

して、政府は、3月13日から屋内・屋外を問わず個人

の判断に委ねる方針を決定しました。つきましては、

当クラブでも3月13日例会より個人の判断にてご参加

いただきますようお願いいたします。また、5月8日か

らは季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げ

られます。その際の対応につきましてはまた改めてご

案内いたします。 

 

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４５名 ７０．３１％ 

出席規定適用免除者 2 名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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●クラブ広報委員会（谷口英樹君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。昨年末より地区副幹事として

堀川ガバナーとともに大分の数クラブの例会および

会長幹事会に参加いたしました。そこでお話を伺った

のですが、特に大分中央 RC は最近新入会員が増えた

とのことで、色々な会員向けのサポートをされている

とのことでした。クラブ広報委員会としましては今年

度重点目標にも挙げています、マイロータリーのアカ

ウント登録のサポートを進めてまいりたいと思って

おりますのでご報告申し上げます。 

 

●スマイルボックス（大津英敬君） 

○北口 誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川 久君 

丸山浩之君 

 明日で 2 月も終わりです。北口年度も残り約 4 ヶ月と

なりました。最後までご協力よろしくお願いいたしま

す。また、本日のクラブ協議会も色々あると思います

が、スムーズな進行にご協力お願いいたします。 

○堀川貴史君 

 2 月も終わりを迎えようとしています。大分の公式訪

問が完了いたしました。谷口地区副幹事に大変お世話

になりました。3 月から 4 ヶ月かけて熊本のクラブを

訪問いたします。あと少しご協力をお願いいたします。

また、德永隆正会員、旭日双光章の受章おめでとうご

ざいます。祝賀会に出席できず申し訳ありませんでし

た。 

○野口泰則君 

 德永隆正会員の旭日双光章 受章祝賀会が先週ござい

ました。素晴らしいパーティでしたのでスマイルしま

す。おめでとうございます。 

○園田修司君・大津英敬君 

 德永隆正会員、旭日双光章 受章、改めておめでとう

ございます。先日の祝賀会は残念ながら出席がかなわ

ず夜も眠れませんでした。本日のクラブ協議会よろし

くお願いします。 

○德永隆正君 Ⅹ 

 先日は多くの会員の皆さまに私の叙勲のお祝いを催

していただき、誠にありがとうございました。心より

お礼申し上げるとともに、ロータリーの友情に感謝い

たします。これからも熊本南ロータリークラブの会員

としてよろしくお願いします。 

 

 

○渡辺 茂君 

 先週の例会は欠席してすいませんでした。熊本城マラ

ソン、何とかぎりぎりでゴールできました。多くの応

援に感謝のスマイルです。 

○加藤和文君 

 熊本に着任して春で丸 2 年になります。今週金曜日に

人事異動が発令になります。部下のことは分かっても

自分のことだけは分かりません。熊本に 1 年でも長く

残りたいと思っています。どうぞ皆さま応援してくだ

さい。よろしくお願いします。 

○河津延雄君・古財良一君・井上雅文君・興梠一喜君 

 森本康文君・谷口英樹君 

 本日のクラブ協議会では活発な協議となりますよう

皆さま盛り上げてまいりましょう。また、5 月 19 日～

21 日に御所浦で開催される RYLA セミナーには皆さま

是非ご参加ください。 

○漆島典和君 

 本日のクラブ協議会、楽しみで寝れませんでしたが、

所用のため早退いたします。 

 

●卓話「第 3 回クラブ協議会」 

○社会奉仕委員会（森本康文君） 

 

 

 

 

 

1.オハイエくまもと とっておきの音楽祭でのインタ

ーアクト交流について 

[事業概要]  

オハイエくまもととっておきの音楽祭は、仙台から始

まり全国各地に広がっています。知的障がいのある人

たちで構成する「オハイエくまもと音楽隊」の日常練

習発表の場でもあり、九州初での開催で年に 1 回、障

がいの有無にかかわらず、道行くひとも巻き込んで市

の中心街で開催している音楽祭です。障がいのある人

もない人もジャンルを問わず、一緒に音楽を楽しみ、

音楽のちからで心のバリアフリーを目指しています。 

当クラブでは 10 年にわたりオハイエ音楽祭の開催を

支援してきました。今年は 3 月 26 日に荒尾総合文化

センターでミニコンサートも予定しており、有明高校

IAC が参加予定となっています。そこで、今年度の取

り組みとして、5 月 21 日に開催されるオハイエ とっ

ておきの音楽祭への参加を有明高校 IACにお声掛けし、

国府高校 IAC と有明高校 IAC の交流の場を提供する。 

【日  時】2023 年 5 月 21日（日）10:15～17:30 

【場  所】花畑広場（雨天時：新市街） 
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⇒荒尾高校 IAC の提唱クラブである荒尾 RC の許可が必

要。当然、当日は荒尾 RC の担当者の同行も必要とな

る。まずは北口会長より荒尾 RC 会長へ打診、どちら

のクラブも理事会承認をお願いします。 

 

○IAC委員会（古財良一君） 

  

 

 

 

 

1.第10回全国 IA研究会への参加について 

【日  時】2023年4月22日（土） 

13：00～開会式・基調講演・全体会 

18：00～懇親会 

【場  所】高松国際ホテル 

【登録料】5,000 円（インターアクター） 

     8,000 円（顧問） 

     10,000 円（ロータリアン） 

［連絡事項］ 

リアル開催です。国府高校 IAC 会長、幹事と顧問の 3

名、当クラブより原 裕一青少年奉仕委員長、IAC 委

員の大津英敬会員と私の 3 名で参加予定。インターア

クターと顧問の 3名の費用は IAC委員会予算より支出。

（費用は園村誠也会員に問合せ中）会員は自己負担。 

⇒当初の予算内であれば問題なし。予算書（費用）の提

出をお願いします。 

 

○親睦活動委員会（松茂信吾君） 

 

 

 

 

 

1.花見の会について 

[事業概要]  

宴会場からは日本庭園を一望出来、ゆったりと落ち着

ける空間で春の訪れを会員で祝い、会員同士の親睦を

深める。会場に協力していただき感染症対策を十分に

考慮したうえで開催する。 

【日  時】2023年3月31日（金）18：30～20：30 

【場  所】とくなが中の瀬本店 

【会  費】11,000 円 

［連絡事項］ 

コロナの状況に鑑み、開催の最終判断は理事会及び執

行部に諮る。 

 

 

2.歳祝いについて 

[事業概要]  

本年度、節目の歳を迎えられた方に対して、これから

の益々のご活躍を祈念し、お祝いをする。 

【日  時】2023年6月5日（月）18：30～ 

【場  所】代継宮（祈願祭）/ホテル日航熊本（懇親会） 

【会  費】10,000 円（参加者）/5,000 円（欠席者） 

[連絡事項] 

 6 月 5 日（月）例会を振替えます。（歳祝い例会）よっ

て通常時間はございません。尚、お祝いを受けられる

方の会費は無料です。 

 傘寿 渕田俊郎会員 

 喜寿 塚本 侃会員 

 古希 久峨章義会員 

 還暦 北口 誠会員・坂本研一会員 

 厄入 際田赳久会員 

 

3.北口会長年度ゴルフコンペ開催について 

【日  時】2023年5月16日（火）9：00集合 

【場  所】熊本空港カントリークラブ 

【参加費】3,000円 

【費  用】13,000 円（キャディ付）/7,700 円（セルフ） 

[連絡事項] 

  協賛品のご協力をお願いします。 

 

○プログラム委員会（西川尚希君） 

 

 

 

 

 

  プログラム委員会より来月 3月から 6月までの卓話

予定のご報告です。会員卓話の充実ということで、多

数の会員の皆さまにご協力いただく予定です。詳細は

本日配布の年間行事計画をご確認ください。 

 

○講評（堀川貴史ガバナー） 

  

  

 

 

 

  皆さま、大変お疲れさまでした。闊達な議論をあり

がとうございました。一点、国際奉仕からウクライナ

やトルコ地震支援についての提案があればよかった

かなと思ました。こちらについては地区からご案内さ

せていただくと思いますので、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 


