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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2021-2022年度クラブ方針 

クラブで親睦を深め一人一人がそして

クラブが地域を明るくする 

〔松村会長〕 

「衝撃」  
 考えたくもなかったことが現実になっ

てしまいました。エネオス和歌山製油

所が2023年10月に閉鎖されます。 

 同社は2019年の予測で2040年に石

油製品の需要が半分になると予測して

いました。現実には脱炭素への転換が

加速し2030年代の早い時期に半減す

るのではないでしょうか。 

 これからも製油所は減り続けるのでしょう。 

 和歌山製油所は操業開始から80年以上たっており重質

油の分解能力が他の製油所に比べて1桁小さいそうで

す。競争力が低下している製油所の閉鎖を決断する他な

かったようです。 

 製油所の従業員は450人。協力企業34社に900人、さら

にその下請け会社の従業員もいるでしょう。これらの事業

所に内定している高校生もいるのではないでしょうか？ 

 有田市内の雇用が一気に縮小してしまいます。人手不

足なので転職できる人も多いでしょうが地域の人口減少が

加速するのは避けられません。 

 直接かかわっていない事業所も人口減少の影響を大な

り小なり受けます。 

 私は経済が縮小するのを受け入れつつみんなの人生が

豊かになる可能性を探ってゆきたいと思います。 

 

 

〔川口幹事〕 

本日の幹事報告12件ございます。 

・国際ロータリー第2640地区 地区大会事務局開設。 

・国際ロータリー第2640地区 地区大会記念ゴルフ大会。 

・国際ロータリー第2640地区 地区大会の案内。 

・第7回定例理事会報告。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９９４回例会） 

令和４年１月2７日(木）  

〔松村君〕 

 

 

〔木本副SAA〕 

松村君：感染症対策を徹底して、例会を開催させていた

だきます。橘家さんにお願いしましてお弁当の配達も

再開しました。安心安全な例会を行っていきたいと思っ

ております。 

川口君：本日の会員卓話、菅原さん、宜しくお願い致しま

す。勉強させて頂きます。 

橋爪（誠）君：菅原さん、本日の卓話よろしくお願いいたし

ます。勉強させて頂きます。 

井上君：菅原さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

丸山君：菅原さん、本日の卓話よろしくお願いします。楽

しみにしています。 

菅原君：本日卓話させて頂きます。拙い話ですが、宜しく

お願い致します。 

木本君：菅原佳典さん、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。 

                                                                                                                             

 

〔木本例会運営委員長〕 

本日の会員数２７名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２２名 

（出席規定免除会員７名） 

 

 

 

 

  令和４年２月３日 第２９９５回 

・外部卓話：緒方公一氏（きのくに信用金庫常務理事） 

 「地域とともに信用金庫の役割」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和４年２月１７日 第２９９６回 

・後期IDM発表 

 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９９４ Nｏ． 

 幹事報告  

会長の時間  

島 海碩 書 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

松村 秀一 

川口健太郎 

児嶋 正人 



・第6回臨時理事会報告。 

・有田南RC 有田2000RC 休会のお

知らせ。 

・ハイライトよねやま262号報告。 

・森本ガバナーエレクト2022-2023年

度、今後の予定。 

・後期ＩＤＭのご案内。 

・「抜萃のつづり その八十一」の配

布。 

・2022-2022年度RIテーマ「イマジン ロータリー」。 

・FAXでの出欠確認等、期限厳守のお願い。 

 

 

〔菅原R広報副委員長〕 

【横組】 

P4(P5)  

 RI会長メッセージ 「女子のエンパワメントのプロジェクト

を強調している」との記載があります。このエンパワメント

という言葉を知らなかったので調べてみました。個人や集

団が本来持っている潜在能力を引き出し、湧き出させる

ことを意味しており、「権限委譲」や「能力開花」と訳され

るとのことです。 

P7～ 

 職業奉仕月間の特集記事では新型ウィルスにより苦し

む在留外国人、学生、ペットなど弱い立場のものに焦点

を当て「ロータリアンにできること」が語られています。 

P14～ 

 2022年国際大会に参加するべき理由として 

 1，現地参加  

 2，バーチャル参加 

 3，ヒューストンの魅力 

 4，かけがえのない人との出会い 

 5，有名人の講演 

 6，知らない街の探索 

 7，ロータリーの力を実感 

の7つが挙げられています。私の場合はヒューストンには

行ったことがないので6の知らない街の探索でしょうか!? 

コロナが収束すれば行ってみたいですね。 

 

【縦組】 

P4～ 

 「CSR／SDGsの時代に考える職業奉仕」の記事があり

ます。このCSRとSDGsという略語は何を表しているのか？

CSR(シー･エス･アール)はcorporate social responsibility

（企業の社会的責任）の略語で企業が組織活動を行うに

あたって担う社会的責任のことで、社会的責任とは、「従

業員や消費者、投資者、環境などへの配慮から社会貢

献まで、幅広い内容に対し適切な意思決定を行うことを

指します。」とあります。また、SDGs(エス･ディー･ジーズ)

は最近メディアなどでもよく取り上げられているのでご存

じの方もいらっしゃると思いますがSustainable Develop-

ment Goals（持続可能な開発目標）の略称で2015年9月

の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が

2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目

標です。 

P16 

 友愛の広場に泉北RCの10年続く子ども囲碁教室の記

事が掲載されています。 
 

 

 

※次年度幹事（丸山君） 

 地区研修協議会の案内。 

 

 

 

 

  会員 

   菅原 佳典 君 

 

 

 

「インターネットなどにおける脅威 

 ～詐欺と恐喝・スマホの情報セキュリティ～」 

昨今インターネットを利用した詐欺や恐喝などがテレ

ビなどのメディアでも取り上げられています。 

パソコンを利用していないため、自分にはかかわりの

ないことだとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょう

か。携帯電話やスマートフォン(以下スマホ)はどうでしょう

か。携帯電話などでのメールのやり取りやスマホでのネッ

トショッピングなどに携帯電話やスマホを使うことは全てイ

ンターネットを利用しているのです。インターネット=WEB

閲覧と思われている方が多いと思いますが、Eメールや

LINE、FacebookなどのSNS、当クラブの例会でもおなじ

みのYoutube、最近のテレビなどで観られAmazonPrime、

Netfrix などの動画配信サービスなどやスマート家電と呼

ばれるスマホでコントロール可能な冷蔵庫やエアコン、洗

濯機など、また最近では自動車もインターネットを利用し

渋滞情報の取得や「繋がる車」という様なものも現れ、あ

りとあらゆるものがインターネットに繋がっています。つま

り普段何気なく利用しているものがインターネットを利用

していることになります。 

インターネットは世界中どこからでも利用することがで

き便利なものです。しかしどこの世にも悪い奴はいるもの

で、この便利さを裏手にとって詐欺や脅迫などが行われ

ています。 

インターネット上の脅威には身近なものとして「フィッシ

ング詐欺」や近年世界を震撼させているものとして「ラン

サムウェア」などがあります。今回は身近で皆様が直接出

会う機会が多いであろう「フィッシング詐欺」について簡

単に解説をさせていただきます。 

カード会社から「あなたのカードは不正利用された形

跡があるため利用を停止させていただきました」などの

メールやショートメッセージを受けた経験はありません

か？また、銀行から「不正アクセスがあったので口座を確

認してください」、運送会社からSMSで「再配達はこちら」

等の不在通知のメッセージが届きます。そういえば荷物

が届く予定があったな......と、再配達の申請をするため

２ 

職業奉仕月間 

 卓 話 

ロータリー友誌  

委員会報告  



にURLをタップすると、本物そっくりの偽サイトにアクセス

し情報を搾取されてしまいます。 

このようなメッセージは全て詐欺（フィッシング詐欺）と

言い切れます。カード会社は不正利用などがあった場

合、電話にて問い合わせてきますし、銀行はメールなど

で口座確認などの要求は行いません。運送会社も再配

達はポストへの投函で通知されます。絶対にこのような

メッセージの問い合わせ先にはこちらから電話をかけた

り、リンクをクリックしないでください。ついつい慌てて連絡

を取ろうとしますが詐欺に自ら掛かりに行くような行動で

す。 

では、どのようにして確認をすればよいのでしょうか。 

先ず送られてきたメッセージに記載されている電話番

号やURLなどは絶対に直接電話やクリックをせず、銀行

の場合は普段利用している銀行の支店の電話番号、

カード会社の場合はカードの裏面に記載されている電話

番号（小さいので読みにくいですが）、運送会社の場合

はご自宅の郵便ポストに投函された「不在連絡票」に記

載の番号に電話することを心がけてください。 

また、どうしてもWEBサイトでしか確認できないような内

容の時はメッセージに記載されたURLやリンクなどではな

く普段使っているお気に入りなどに入ったリンクなど正規

の企業のホームページをgoogleなどで検索しそのリンク

から入って確認をしてください。 

このほかにも「サポート詐欺」や「ネットオークション詐

欺」、「SNSでのなりすまし」、「偽ショッピングサイト」、「悪

性ホームページへの誘導」など多岐にわたる方法で金銭

などを要求する手法でのネット上の脅威がはびこってい

ます。インターネットは大変便利なものです、被害に遭わ

ないよう十分注意して楽しんでご利用ください。 

それでももし被害に遭ったら、先ずは近くの警察へ連

絡し相談してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

職業奉仕月間 

３ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

 

次週2/10（木）は 

       休会です 

2003年4月12日 基調講演 

2003-04職業奉仕部門カウンセラー 

    PDG 成川守彦 

 

「ロータリーでいう職業奉仕」 より一部抜粋 

 

＜職業奉仕論について＞ 

職業奉仕とは、私は、一言で言えば、「自分の毎

日やっていることを一生懸命やる、正しくやるんだと

いうこと」だと思います。これほど簡単な、これほど手

近に出来る奉仕はないと言えます。しかし実践する

ことは難しいです。 

 

もう少し詳しく言いますと、自分の事業に精を出

し、ｐｒｏｆｉｔ（物質的・精神的な恩恵）を得て、事業を

発展させると共に、従業員にそのｐｒｏｆｉｔを分かち合

い、取引業者ともｐｒｏｆｉｔを分かち合い、その上同業

者にもそのノウハウを開示しｐｒｏｆｉｔを分かち合い、

そして地域社会へ自分が得たｐｒｏｆｉｔを還元し、それ

を国際社会にも広げていくことであります。 

事業に精を出すときは、ロータリーで得た経験を

生かし、ロータリー精神に則ることが大事でありま

す。従業員も、取引業者も、世間も、道を踏み外し

て得たｐｒｏｆｉｔは、喜びません。正しいことをして、心

に恥じない仕事をして、即ち倫理基準を遵守して得

たｐｒｏｆｉｔなら、喜んで受けてくれるでしょう。 

 

「成功」という山に登る時、裏の道を通って山の

頂上に登り、その傍ら奉仕をする人がいるかもしれ

ません。或いは、法に触れない範囲であくどい商売

をして大儲けし、事業を発展させ、有名になり、社会

福祉に寄付をする人もいるかもしれません。しかし、

ロータリーはそういう奉仕は望んでいないのです。 

 

人の価値というものは、結果ではなく、その人生

の過程（プロセス）であります。その生涯をどのように

生きたかということであります。 

 

ロータリーから見たときに邪道と思われる道を通

らずに、ひたすら正道である奉仕の道を登って成功

という山の頂上に出ること。 

・・そこまで完結して初めてロータリーという職業奉

仕が出来たことになります。 


