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 あらためましてこんにちは。皆様にはご存知かと思います
が、瀬川さんの退会届が持ち回りの理事会で受理されまし
た。大変残念なことですが、十分に治療に専念され、健康を
回復された後に再入会されることを切に願っています。
　前回前々回と諏訪部会長がウエブ上でのデータの流失，
セキュリティについてお話しされました。また今日も健康保険
協会のパソコンの感染のニュースが出ていました。日本年金
機構や東京商工会議所が狙われたものはファイルを開くと感
染する、標的型の攻撃といわれています。私も少々気になっ
たので、コンピューターウイルスについて少し調べてみました。
　まず我々が普段コンピューターウイルスと呼んでいるのは
主に３種類あり、狭い意味でのコンピューターウイルス、ワー
ム、トロイの木馬などがあります。狭い意味でのコンピューター
ウイルスは病気のウイルスと同じで、宿主（文章や画像などの
ファイル）に寄生してプログラムの一部を改ざんして増えてい
き、コンピューターの機能を麻痺させたりします。単独では活
動できません。ワームは、英語で虫という意味ですが、自分自
身で増殖することができ、非常に増殖のスピードが速く、大量
送信のメールなどで広がっていきます。２００万台のパソコン
が感染して、使えなくなったことがあったそうです。感染力も
強いですが、大変派手な動きをするので見つけやすいともい
えます。最近のコンピューターウイルスと呼ばれているものの
大部分は（約９０％）はトロイの木馬とその複合ソフトです。トロ
イの木馬という名前は、木馬に潜んだ兵士が、安心と思わせ
てトロイアの城内に招き入れられ、夜に木馬から出てきた兵士
がトロイアを攻撃するという、ギリシャ神話から名づけられまし

た。自らを安全、有益なソフトウェアだとユーザに信じ込ませ、
実行するよう仕向けます。自分自身では増殖できず、基本的
にはインストールが行われる必要あります。主に感染ファイル
を実行するとインストールされますが、クリックしただけでイン
ストールされるものもあります。実行するとすぐに破壊活動す
るものや、じっと潜んで時間がたってから発症するもの、外部
からのアクセスの窓口になって遠隔操作するものなどがあり
ます。例えば銀行などの口座にアクセスすると発症し活動を
始め、本物と非常に似ている画面を立ち上げて、そこにパス
ワードなどを入力させ、それを盗みます。これは情報を釣ると
いう意味でフィッシングと呼ばれます。対策として
１：インターネットエクスプローラー等のＯＳ等を最新の状態に
保つ
２：セキュリティソフトを入れる
３：メールなどの添付ファイルを、不用意に開かない事や、リン
クをクリックしないこと
４：信用できるＷＥＢサイトからのみダウンロードする
などがあげられます。
なおこれらはwindowsのパソコン、アンドロイドのスマートフォ
ンのみで、アップルのＭＡＣパソコンやｉｐｈｏｎｅやＩｐａｄにはコン
ピューターウイルスはほとんど（0.1％ぐらい）存在しないそうで
す。皆様方にはくれぐれもお気を付けください。



 

ＳＡＡ 　三田明宏君

　年度当初に掲げた、三島西ロータリークラブの伝統を継承
し、例会時の会場監督であるという立場を認識し、和やかで
規律ある例会運営に努める。この基本方針の下、会長・幹
事・各委員長・卓話者そして事務局等、連携、連絡調整を図
り、スムース及び時間厳守な運営に努めてまいりました。
　通常例会はじめ、移動例会、合同例会(ホスト:三島西RC)
など節度と品格のある例会運営に努めてまいりましたが、上
半期同様、至らぬ点があったのではと反省しております。
　しかしながら、会員皆様（諸先輩方）の例会に対する深い
ご理解とご協力により、良い雰囲気のある例会作りが出来た
と考えております。改めて皆様のお支えに感謝しつつ年間報
告とさせていただきます。
　一年間、誠にありがとうございました。

クラブ管理運営委員会 委員長　原　久一君

1.卓話者が２年続けての卓話とならないよう配慮しましたが、
予定が組めず数名の方に御迷惑をおかけしました。
２．幹事より事前に１か月先まで例会予定が報告され卓話者
の変更もなく円滑にできました。
３．平均修正出席率は、上半期９２，１５％、下半期８９，２２％。１
年平均９０，６９％でした。第２分区の中でも平均値であり来年
度に期待いたします。
４。今まで以上の出席率の向上を目指し委員の協力によりイ
ンターネットメーキャップ、メーキャップの推進を図ってきた。
５．今年度は新会員の卓話者は自己紹介の卓話が多く、会員
相互の信頼関係や親睦につながる内容でありました。
　本年度は会長、幹事、委員、事務局の皆様方には大変お
世話になり、無事滞りなく務めることができました。ありがとうご
ざいました。

クラブ協議会

会員増強維持委員会 委員長　鈴木正二君

　上半期報告で、基本方針・活動計画にのっとった組織的
活動がなされていないことをお詫びいたしましたが、そのまま
１年が過ぎてしまい目標達成ができなかったことを改めて深く
お詫びいたします。
　会員の皆様の積極的な活動により、木村安紀夫・小島辰
夫両君の新入会員２名を迎えることができました。また山口
弘毅君の大畑賀康君の転勤に伴う交代入会がありました。
しかし、渡邉雅晃君を病気で亡くし、期末には瀬川幸信の病
気による退会を承認することになりました。期中に澤村康子・
柳田英雄両君が退会し、結果２名入会４名退会となり総数
で２名の減、期首会員５１名に対し期末会員４９名ということ
で５０名を切る結果となってしまいました。誠に力不足で申し
訳ありません。５０名という一つの区切り、また会員減少による
財政基盤の弱体化を防ぐことができなく本当にすみませんで
した。会員の皆様のご協力に対し、また前田副委員長の獅
子奮迅の活動に深く感謝いたします。多忙にかまけて組織
的活動のリーダーシップをとれなかったこと、率先垂範で動け
なかった（動かなかった）こと等多くの反省があります。この
人と決めて時間をかけて口説き落とすことと共に、関心を持
っている人・打てば響いてくれる人を、動き回って探し当てるこ
とも大事だとも思いました。　　
　次年度の花房委員長に少しでも貢献できるように頑張ります。

クラブ広報委員会 委員長　川名正洋君

基本方針の
1.他の委員会と連携し、ロータリーの情報を一般の方々に広
く知って頂くための広報活動を行うことについては２月２３日
に開催しました盲導犬チャリティーイベントに約１２０名の方に
ご来場頂き、また後日静岡新聞にも記事を掲載して頂いたこ
とで広くPRすることができました。
2.クラブ内の親睦活動などを会報（週報）に載せ、クラブ内で
の情報の共有化を図ることに関しては残念ながらあまり週報
に掲載することができませんでした。
3.会員のロータリーへの理解を深めてもらうために「ロータリ
ーの友」の必読を推進することについては必読の推進はで
きませんでした。
　年初の方針をなかなか実行することはできませんでした
が、会員のみなさんには原稿のメール化等にご協力頂きあり
がとうございました。広報委員会のメンバーのご協力、事務
局の支援に感謝致します。

ロータリー情報委員会 委員長　矢岸克行君

本年度は会長、幹事より、新会員になる前にロータリーとはと
オリエンテーションを実施してほしい旨の話があり、実施致し
ました。又、新会員３名に対する情報委員会との意見交換会
を開催致しました。



 

職業奉仕委員会 委員長　佐々木雅浩君

○7月3日（木）第1回　委員会開催
出席者：椙山副委員長・大畑委員・米山委員・花房委員・佐々
木・以上5名
諏訪部照久年度の職業奉仕委員会、基本方針と活動方針
（案）は、各委員より変更訂正の意見がありませんでしたの
で、10日（木）例会で発表することを決定した
○8月28日（木）第2回　委員会開催
出席者：椙山副委員長・大畑委員・米山委員・花房委員・佐々
木・以上5名
委員全員の賛同を得てバーチャル職場見学会を、伊丹会員
が経営する「株式会社マルヨ給食センター」に決定した
○9月18日（木）第3回　委員会開催（全委員に書類配布）
9月10日（水）１４：００椙山副委員長と佐々木で、株式会社マル
ヨさんにお伺いして打ち合わせを行い、その内容を全委員に
配布した
○10月28日（木）職業奉仕月間・バーチャル職場見学会開催
伊丹会員とご子息様の素晴らしい連携プレーと、全委員の
協力を得て無事終了した
○12月3日（水）第4回　委員会開催　18:30　松韻（ゲスト
参加：伊丹会員）
出席者：椙山副委員長・大畑委員・米山委員・花房委員・佐々
木・以上5名
全員出席で定刻に開催し、バーチャル職場見学会はおおむ
ね成功理に終了して良かった、との意見が多かった
後半の活動については、委員各自が「職業奉仕入門」のテ
キストを使って自習していただく事にした

国際奉仕委員会 委員長　野田和秀君

　当委員会の今年度の活動は、例年どおり苗栗ＲＣとの中
学生の交換研修事業(今年度は男子４名、女子３名を派遣)
を主要行事として３月２１日から一週間実施しました。詳細は
既に配布済みの報告書によります。委員ではありませんが、
遠藤真道さん、西本和夫さん、前田博利さんにも引率等でご
協力頂き、無事終えることができましたこと、改めて御礼申し
上げます。派遣と同時に、苗栗ＲＣの４４周年記念式典に会
長・幹事はじめ７名で参加を頂き、両クラブの親善を深めて頂
きました。今回は、式典に参加された多治見西ＲＣの会員の
方 と々一緒に、派遣の中学生７名も花蓮の観光にホームステ
ーのご家族の皆様に連れて行っていただきました。中学生に
とってはラッキーなことだったと思います。
　その他の活動としては、５月２４日に実施されました三島市
の国際交流フェアーに協賛出店し、焼き鳥、飲料を販売しま
した。盛会裡に終えることができましたこと、関係者の皆様に
厚くお礼申しあげます。

社会奉仕委員会 委員長　藤江康儀君

１．平成２６年８月２３日（土）イトーヨーカドーにて「献血運動」
を実施、午前１０時から午後４時までに４１名の献血協力者
がありました。
2.新規事業「盲導犬育成事業」のデモンストレーションとして
富士ハーネスから日本盲導犬協会池田義教様・盲導犬アッ
サム君に来ていただき訓練成果を披露しました。
３．平成２６年９月１７日（水）献血運動で残ったトイレットペー
パーを諏訪部会長・藤江委員長で市に寄贈しました。
４．平成２６年９月２０日（土）地区の環境保全活動で西臼塚
駐車場周辺の清掃と自然林のエコツアーに藤江委員長・石
井副委員長で参加しました。
５．平成２６年１０月１９日（日）１０時２０分から１４時２０分まで、
見晴学園にて「みはらしフェスタ２０１４」に参加、例年通り飲
食の模擬店を担当した。豚汁が好評であった。

 
親睦活動委員会 委員長　森崎祐治君

　本年度は親睦の機会を広げるねらいで3回の夜間親睦例
会の会場を、三島の街なかに変更し飲み物費用をクラブ負
担にする等実施した。またその他事業を含め下記実施した。
9月11日(木)　夜間親睦例会　（松韻、３Ｄプリンター展示、
実演、解説をした）
11月13日(木)　 夜間親睦例会　（昭明館）
12月25日(木） 忘年クリスマス家族例会　（みしまプラザホテル）
　会員43名　会員家族26名　子供14名　計82名参加
1月8日（木）　4クラブ合同新年会　（みしまプラザホテル）
　登録者　全135名
4月9日(木)　夜間親睦例会　（みしまプラザホテル、東京オリ
ンピック映画一部上映）
5月24日(木)　 国際交流フェア出店担当（国際奉仕委員会と
共に）　（三島商工会議所）
6月25日(木)　 サヨナラ例会・慰労激励会　（はなぶさ旅館）
各委員の前向きな取り組み、会員の皆様のご協力に感謝い
たします。

○6月4日（木）第5回委員会開催
出席者：椙山副委員長・米山委員・花房委員・佐々木・以上4名
6月18日（木）クラブ協議会で発表する「年間活動報告案」
を、全委員で検討し了解を得た
○6月18日（木）クラブ協議会・職業奉仕委員会　年間活動
報告発表した



（週報担当：遠藤眞道）

田熊君、柴崎君、
石井（彰）君
椙山君

おめでとう

入会記念日

結婚記念日

入会おめでとう

生年月日　　昭和３９年１１月２８日
代表事業所　有限会社　小島商店
役職　　　　取締役社長
家族構成　　妻　子供２人
趣味　　　　ドライブ

小島　辰夫　君

ＦＴＣで楽しくロータリー

幹事報告 幹事　千葉慎二君

①書面による理事会において、瀬川さんの退会届を受理し
　ました。
②本日は、臨時クラブ総会で、次年度の役員の変更につい
　て協議をして戴きます。
　次年度理事・副会長を、瀬川さんに代わり栗原さんに
　次年度役員・SAA委員長を、栗原さんに代わり平出さんに
③また、本日はクラブ協議会、各委員会より年間の活動報告。
④小島辰夫さんの入会式。

ロータリー財団米山委員会 委員長　柴崎恵子君

[ロータリー財団]
・年次寄付　４２名の会員から$５４００ご協力いただきました。
　地区目標　１人$１００　の１１０％を達成。
・ ベネファクター　　諏訪部照久会員にご協力頂きました。
 地区目標　１名達成できました。
・「未来の夢計画」地区補助金の申請は見合わせました。
[米山]
・米山記念奨学会寄付　４３名の会員に¥４８００００のご協
力頂きました。（クラブ予算から¥１４７０００普通寄付として納入）
　地区目標１人　¥１６０００の６２％達成。
・米山記念館賛助金　　クラブ予算から１人¥３０００、合計
¥１５００００納入しました。
・１０月は米山月間。米山記念館で例会を行い、米山記念学
友会副会長篠原暁恵さんに卓話をして頂きました。
・米山春季例祭、秋季例祭には数名の会員に出席いただきま
した。
皆様のご協力有難うございました。　

“こんにちは、ようこそ”

ビジター 渡邉富夫君（長泉ＲＣ）

◆鈴木（郁）・亥角君、関本文彦さん、写真ありがとうございま
した。
◆川名君、６月１６日に広報委員会の反省会を委員会メンバ
ー全員参加で行いました。反省する事ばかりでしたが、大
変有意義な会となりました。１年間ご協力いただいた委員
会メンバーの皆様、事務局宇都宮さんありがとうございま
した。
◆勝間田君、窪田さん銘木をいつもサービスして戴きありが
とうございます。
◆ゴルフ同好会、６月１４日（日）朝霧ジャンボリーゴルフクラブ
にてゴルフコンペを行いました。優勝勝間田さん・準優勝川
名さん・３位平出さんでした。次回は７月１１日（土）に都留
市の都ゴルフクラブで取りきり戦を行います。
◆西本君、早退します。
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