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ロータリー財団について  
  R財団委員長 清水一典君 

上田六文銭ロータリークラブに入

会させていただいて 3 年目になりま

した。何もわからないうちにあっと

いう間に 1 年目が終わり、ロータリ

ーを理解するために奉仕プロジェクト部の部長と職

業奉仕委員長を仰せつかり、職場例会などやらせて

もらい、すこしずつ組織や活動が分かり始めたころ

2 年目が終わりました。そして今年度、中澤会長の

下、ロータリー財団委員長を仰せつかりました。 
ロータリー財団はすごく複雑で、8 月 29 日にロー

タリー財団地区セミナーにオンラインで参加させて

いただき、ガイドブックをいただいてロータリー財

団の使命とは何か、どのように運営をしているのか

など、少しずつ学ばせていただいております。 
先月 10 月 15 日の理事会で承認いただき、上田六

文銭ロータリークラブの今年度寄付目標のポリオプ

ラス 1 人 30 ドル、ロータリー平和センターへ 1 人

500 円、年次基金へ 1 人 10 ドル(150 ドル目標)を公

益財団法人ロータリー日本財団へ振り込むことが出

来ました。ありがとうございました。引き続きよろ

しくお願いいたします。 
さて、先日の地区セミナーでロータリークラブカ

ードへの加入を推進するようにという提案がありま

した。すでにロータリーカードをお持ちのメンバー

もいるかと思いますが、まだお持ちでない方にお勧

めしたいと思います。 
カードの種類は、オリコスタンダードカード(年会

費永年無料)／オリコゴールドカード(年会費 10,500
円その内 3,000 円が財団に)／オリコビジネスカー

ド。以上ともに利用額の 0.3%が財団へ寄付されます。

ダイナースクラブカード(ロータリーカードが作れ

る。例会費や宴会費などに使うと利用額の 0.5%が財

団へ寄付される。事務局名でも申請可)。 
ちなみに、ロータリーカードの歴史は比較的新し

く、2000 年ロータリーカード誕生／2003 年日本で

誕生(個人カード)／2013 年オリコビジネスカード誕

生／2016 年ダイナースクラブカード誕生／2017 年

ダイナース個人カード誕生(高額決済カード)となっ

ています。ロータリーカード実施国は日本・アメリ

カ・カナダ・ドイツ・スリランカの 5 カ国で、全体

利用額の半分以上が日本で利用されています。 
現在のカード利用総額は 16 億 4400 万円で、ポリ

オ撲滅に 1,008 万円貢献しています。ポリオワクチ

ン 63 円/人としますと、9 万人の全ロータリアンが

カードを持てば 1 億 3500 万円の貢献となり、ワク

チンで 210 万人を救うことができるということです

ので、ぜひカードの申請をお願いいたします。 
皆さんそれぞれが、何十年も高額の寄付をされて

いることを知り、自分も職業を通じて社会に奉仕し

ながら、従業員にも地域にも世界にも貢献していか

なければいけないな、と感じています。まだそんな

立場ではないんですが、私も後輩を指導していける

ような人物になりたいと思っています。新型コロナ

下でやりにくい状況ですが声をかけてご指導いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

  

不正アクセス等にご注意を！  

中澤 信敏君 
まずは皆さんへ fax でご案内してお

りますが、いつも当クラブの運営に多

大なご尽力をいただいております事務

局の堀内さんのお義母様が 19 日にお亡くなりにな

りました。謹んでお悔やみ申し上げます。さて、本

日は最近ビックリしたことが私の身の回りで起きて

います。そのひとつをお話しさせていただきます。 

会 ⾧ 挨 拶 

委員会卓話 R 財団委員会 
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ニュースでも出ていますが、ゲーム制作会社のカ

プコンのサーバ不正アクセスで、顧客の個人情報が

流出して身代金を要求していると言うニュースを聞

いているかと思います。身代金を払わないと顧客の

個人情報を公表するとカプコン側に脅しを続けてい

るそうです。顧客のクレジットカード情報は外部委

託していたとして、直接的な顧客の資金流出につな

がることは無いでしょうがカプコン側はビクビクし

ていると思います。 
私にもネット上のそれらしき怪しい動きが日常的

によくあります。会員になっている Amazon や口座

を持っていない金融機関から、頻繁に心当たりのな

いメールが届きます。送信主を見ると明らかに関係

の無い送信主からのメールもあれば、送信者に成り

すましているのか、本物なのかわからないようなメ

ールもあります。また、私もネットから買い物を頻

繁にしますが、正直購入した店舗名まで覚えていま

せん。あたかもその店舗から買ったようなメールが

届いて、そんな買い物したっけ??って思わせるよう

なメールも届きます。そんな日常の中で、本当の情

報とうその情報を毎日見極めています。その程度で

あれば実害がないのですが、先々週あたりに私にも

クレジットカードのトラブルがありました。トラブ

ルが発生した 1 週間前くらいから、いつも使ってい

た支払先に対して、急に「このカードは使えません。

信販会社に連絡を」と言われることが立て続けに 2
回おきました。その都度カード会社へ問い合わせし、

対応してもらうのですが、コールセンターも平日の

9 時～5 時までで、このようなことは困るから何と

かしてと言っても、一辺倒な答えしか返ってきませ

んでした。その数日後、個人宛ての携帯のメールに

カードの不正利用と思われる形跡があり、信販会社

へ連絡が欲しいと連絡が来ました。一度目はいつも

の怪しいメールだと思い、見過ごしていたのですが、

翌日早朝にもう一度そのメールが届いていたので、

再度内容をよく確認し、返答を求めている電話番号

をネットで検索し、契約している信販会社の電話番

号であることが間違いないと確認できたので、すぐ

電話をしました。すると、〇月○日にアメリカのレ

ストランへ行きましたか？と言われ、行っていない

と答えると、クレジットカードが使われてはいない

のですが、使われそうになった形跡があり、あなた

のカード情報が洩れているかもしれないのですぐそ

のクレジットカードを止めて、新しいカードを発行

します。カードが来るまで、しばらく使えません。

今後はカード番号が変わります。とのことでした。 
私も初めてのことでしたので戸惑いがありました

が、言われるとおり、今まで定期的に引落されてい

た相手先へ事情を説明し、期限に引落ができないこ

とと、新しい引落方法の確認、新しいカードが来る

まで待って、その後からは定期的に引き落とされる

取引先のカード番号の変更処理を行いました。海外

のサービスも使っているので、分からないなりに翻

訳ソフト使用し、コミュニケーションをとりながら

なんとか変更できたり、コールセンターをたらいま

わしされながら、繋がらない電話と、チャットをし

ながら、なんとか対応ページを見つけ出し変更手続

きをして、無事一通りのカードの設定変更ができま

した。実害がないことが確認できたので良かったの

ですが、まったく良い迷惑でした。 
クレジットカードの話とは異なりますが、最近は

ネット上で、どのアプリのアカウントが流出してい

るか検索できるサイトがありました。Google のサー

ビスでも、近頃パスワードを入れ替えるように進め

られることもあります。どうもその流出したデータ

を見ているのか解れませんが、皆さんもインターネ

ットのサービスを色々お使いになっていると思いま

すが、簡単なパスワードや使いまわしのパスワード

には十分お気をつけいただき、怪しいメールもたく

さん飛んできますので、本物のメールと偽物のメー

ルを見極めることも十分お気を付けください。 

 吉田  穣君 
１．RI より 
 ・コーディネーターニュース 11 月・12 月号 
２.米山奨学会より 
 ・ハイライトよねやま  248 号 
３. 成田ガバナー様、関パストガバナー様より 
 ・『THE ROTARY MOTIVATION』寄贈について 
恵送   

桐生赤城 RC 様・・・・会報 

小さな親切運動様・・冊子秋号 

渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  24 3 0 87.50％ 
前々回 26 1 0 96.15％ 
飯島 俊勝君 柄澤  堯君 北村 久文君 
小嶋 修一君 松澤 一志君 宮原 宏一君 
中澤 信敏君 西澤 尚夫君 西澤 文登君 
斉藤惠理子君 山崎 芳雄君 吉田  穣君 
清水 一典君 合原 亮一君  
 
ニコニコ BOX 喜投額 11/24 例会 14,000 円 

今年度累計 334,002 円 目標達成率 37.1% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング    「我等の生業」テープ 

□委員会報告 親睦会場委員長 北村久文君 
      「忘年夜間例会」のご案内 

    職業奉仕卓話   杉山 裕君 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

12 月 8 日 例 会 予 定 


