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第1231回（本年度 第27回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 1/31 のお知らせ
♬SONG : 「4つのテスト」
■上半期新入会員歓迎夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　職業奉仕クラブフォーラム
　村上 俊二 委員長

今週の日曜日からベトナム・ダナン病院へのVTTプロジェクトにより
ます医療機器の寄贈とダナン病院の視察に行って参りました。今回
は関西医大病院の濱田先生と中之島RCの会員・家族合わせて13名
で行ってきました。



ダナンに着いた夜はダナン病院の先生方5名とレス
トランで懇談会をし、翌日にダナン病院に行って参り
ました。ダナン病院ではいつものように大歓迎で迎え
て頂き、玄関の電光掲示板には「WELCOME  
NAKANOSHIMA」とありました。ダナン病院は以前よ
り患者さんも多くにぎやかな感じでした。ダナンの町
も僕が初めて行った10年前から随分経済が発展し
た様に感じました。バイクの数は相変わらず多いです
が3・4人乗りのバイクが減り1人で乗っている人が多
いと思いました。

今回でVTTによりますプロジェクトも4年目になり来
年度はいよいよ最終年度の5年目になります。今回参
加された会員の皆様はもとよりまだ1度もベトナムに
行かれていない会員の皆様には是非行って頂きた
いと思います。

■本日は北村（薫）会員の代理卓話で講師として京
師美佳様に卓話をお願いしております。

■1月24日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムです。

　村上職業奉仕委員長ご準備を宜しくお願い申し上
げます。

■1月31日（木）上半期新入会員歓迎会です。

　例会：18：00～

　新入会員歓迎会：18：30～

■2月8日（金）大阪大手前RCホストの三世代合同例
会です。

　場所：帝国ホテル

　時間：12：30～

　当日は金曜日ですのでお間違いの無いように宜し
くお願い申し上げます。

■2月14日（木）丸山会員の卓話です。

　ご準備を宜しくお願い申し上げます。

地区委員会、その他の報告です。

■「IM6組会長・幹事会」

　 日程：1月23日（木）

　 西田会長・藤本幹事が出席予定です。

■「地区研修セミナー」

　日程：2月2日（土）

　会場：大阪国際会議場　13：30～16：00

　このセミナーは、次期委員長と地区委員が新年度に
向けて就任に備える為に開催されます。次年度、地
区委員の皆様ご出席を宜しくお願い申し上げます。

2018-19年度第1230回（第26回例会）
幹事報告 (1/17)

幹事  藤本 淳司

本日のソング委員  満村 和宏会員



●個人情報について

個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定
の個人を識別できる情報（氏名、住所、生年月日
等）を指す。DNA、顔認証データ、虹彩、声紋、歩行
の態様、静脈、指紋・掌紋、旅券番号、基礎年金番
号、免許証番号、住民票コードなども含む。

●個人情報保護法改正

平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面
施行により、中小企業をはじめとする全ての事業
者が個人情報保護法の適用対象となる。PTAなど
でも該当。

●事業者が守るべき4つのルール

①取得・利用（勝手に使わない）

利用目的を特定してその範囲内で利用。利用目
的を通知または、公表する。

②保管（失くさない！漏らさない！）

漏洩が生じない様に、安全に管理する。従業者・
委託先にも安全な管理を徹底する

③提供（勝手に人に渡さない）

第三者に提供する場合は、予め本人から同意を
得る。第三者に提供した場合・第三者から提供
を受けた場合は、一定事項を記録する。

④開示請求などへの対応（お問い合わせに対応）

本人から開示等の請求があった場合はこれに対
応する。苦情等に適切・迅速に対応する。

●罰則などもあり、【例】国からの命令違反は、一か月
以下の懲役又は30万円以下の罰金。民事賠償で

あなたの個人情報が狙われている！ 誰でもが被害にあう危険性とその対策について

北村 薫 会員、 講師 ： 京師 美佳 様

は、一人数千円～数万円の賠償（平均1万円）賠償
金支払いで倒産の恐れも。

●流出の原因は様々

◆盗難（泥棒や車上荒らしなど）

◆社員・職員の持ち出し

◆出入り業者(清掃業者など)の持ち出し

◆不正アクセス

●個人情報の取り扱いには危機感を持ち、管理する
PCや書庫のセキュリティは厳重に

・PCには最新のウイルスソフトや指紋認証を取り
入れる

・書庫のある部屋には入退室管理システムを設置
する

●書類は、必ずシュレッダーにかける。リースの場合
は、機器が回収されるので、コピー機から漏れる場
合もある。業者との契約内容をしっかり整えておく。

●メールアドレスから分かる事

◆名前(所有者）◆住所◆生年月日◆口座番号◆
クレジットカード情報◆借金

生活に関わる事は全て、確認は可能！！（家族構成・
勤務場所など）オフ会などでは、個人メールと、フ
リーメールを使い分ける！必要のない所では、フ
リーメールを使用する

●CSRの企業への影響

CSR活動への評価は、業の社会的業績として、多く
の人々によって認められる為、顧客数にも反映され

やすい。反対に、不祥事やスキャンダルなどで、社
会的責任を果たしていないと判断された企業では、
顧客が減り売り上げが落ちることも。セキュリティ
を行う事で、企業としての、CSR（説明責任）を果た

すことが出来るだけではなく、事件の被害に遭うこ
とを防ぎ、企業の信用を守る事が出来ます！

【防犯は保険のようなもの】

何も起こらないに越したことは無いが、万が一に備
えて、被害を最小限に抑える！
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地区社会奉仕委員会 献血PR

国際ロータリー第2660地区、社会奉仕委員会の森垣と

申します。本日は例会の貴重な時間を事業PRに頂戴し、

心より感謝を申し上げます。

2月17日日曜日に献血活動が実施されますローターア

クト主導の献血活動に是非とも献血をお願いしたく、お

伺いさせて頂きました。

冬場は特に血液在庫が少なくなっていることもあり、一

人でも多くの皆さまに、献血へのご協力を頂きたく是非

とも皆様のお知り合いの方をお連れ頂きたい、とのお願

いでございます。

2月17日 日曜日 梅田阪急三番街、梅田HEP FIVE前、な

んば、くずは、大日の5カ所で実施されます。

献血ができない皆さまにも是非とも会場にお運び頂き

ロータリーバッジをつけて、「がんばりや」とお声をかけ

て頂き、皆様のソノ　エネルギーをローターアクトの

面々にお分け頂けますれば、彼らの励みになります。

今年度、第1回は7月29日（日）に行われ、363名が受付

し、311名の採血という結果になりました。

日本では献血による善意で命を長らえるかたがいらっ

しゃいます。大阪府では年間38万人を予定して呼びか

けておられます。

大阪府で1年間に必要となる血液の0.1％を当第2660

地区のローターアクトがお手伝いした事になります。

次回の献血の際にもこの数値が1ポイントでもあがるよ

うに、大阪中之島ロータリークラブの皆さまのお力を

ローターアクトにお借りできますれば幸いです。

地区 財団委員会からのご連絡を代理で申し上げます。

現在地区補助金臨時費160万円および台湾などから頂

戴しました台風21号等災害に対する義援金約100万円

に関して、復興支援プロジェクトを募集しております。上

限は20万円ですが、使用の利便を考え「クラブからの拠

出無く100％補助金利用でもOK」となりました。

また審査の短期化を行っています。復興支援プロジェク

トでの利用をお願いします。詳細及び申請書請求は地

区事務局までお願いします。

最後になりましたが大阪中之島ロータリークラブさまの

ご発展と皆様のご健康をお祈りいたします。有り難うご

ざいました。

すことが出来るだけではなく、事件の被害に遭うこ
とを防ぎ、企業の信用を守る事が出来ます！

【防犯は保険のようなもの】

何も起こらないに越したことは無いが、万が一に備
えて、被害を最小限に抑える！

副委員長（大阪城北RC）　森垣 佳子 様



国際奉仕委員会2019年度ダナン病院へのVTT活動報告
今回で4回目となるベトナムへのVTT活動には、西田会

長夫妻、藤本幹事、濱田医師（関西医科大学）、木村会

員、北村謙会員、栗山会員、村橋会員、下岡会員、高島

会員親子、吉田会員、戸田の13名が参加しました。

2019年1月13日夜にはダナン病院耳鼻科のアン教授

を初めとする4人を迎えてダナンメルキュールホテルで

夕食会を催しました。VTTで寄贈した内視鏡で手術する

件数が年間500件に及び地域の医療に貢献しているこ

とを聞き素晴らしい成果だと感じました。

翌14日にはダナン病院に赴き寄贈式を行ってもらいま

した。ダナン病院の入り口には2年前にはなかった電光

掲示板「We l come  O s ak a  Nakano sh ima  RC  

international D2660 to Danang Hospital」という文字

が映し出され、この国の近代化を感じました。

その後は、ハノイ視察チームとカンボジア視察チームに

別れ、1月17日に帰国しました。

国際奉仕委員会 委員長   戸田 佳孝



ニコニコBOX

西田：本日ベトナムダナン病院へのVTTプロジェクト
より全員元気に帰ってきました。ニコニコ

藤本：本日は北村薫会員、ゲストスピーカー京師様宜
しくお願いします。

村上：来週の職業奉仕フォーラムよろしくお願いします。

北村（讓）：ゲストの植屋さんを宜しくお願いします。
ベトナムVTTより無事帰国、楽しかったです！

吉田：ニコニコ

嶽下：北村薫会員、卓話楽しみです。ニコニコ

辻（一）：震災の日ですね。対応に追われた日々を思い
出します。皆さんはいかがお過ごしでしょうか

檜皮：京師様、本日よろしくお願いいたします。
お布団から離れにくい今日この頃です。

上山：年末年始お休みしましたので、お久しぶりです。

北村（薫）：ベトナム大変お疲れ様でした。

村木：寒い！けどニコニコ

本日合計 : ￥25,000
累　計 : ￥1,290,250

17
1

●出席報告
会員数 34名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 2名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 11名

出席率 67.664 %
12月13日の修正出席率 97.05 %

●メイクアップ
安達 昌弘 12月  1 日 成美学寮 もちつき支援
佐賀野 雅行 12月  1 日 成美学寮 もちつき支援
嶽下 勇治 12月  1 日 成美学寮 もちつき支援
下岡 陽一郎 12月  7 日 地区大会晩餐会

戸田会員、テレビ出演予定
1月28日（月）午後7時からの「名医のTHE太鼓判」
（4チャンネル）「足指リセットで腰痛、冷え症、外反
母趾が劇的改善」に戸田会員が出演します。

お時間が合えば観て下さい。

●本日のゲスト
北村薫会員ご紹介・ゲストスピーカー
 京師 美佳 様
北村薫会員ご紹介 植屋 　亨 様

本日のメニュー

・オードブル
・真鯛のポワレ
・きのことベーコンのサラダ、コーヒー、パン

●本日のビジター
地区社会奉仕委員会（大阪城北RC） 森垣 佳子 様


