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臼杵 確会長

皆さんこんにちは。

被害額を超え、14億1700万円に達したそうでその被害

今日はインターネットの話をします。

は膨大なものになっています。色んなコンピューター

今では仕事でもプライベートでもなくてはならないも

ウイルスが次々と出てくるので完全に安全だという保

のになったインターネット、皆さんもご利用になられ

障はありません。私の店ではオンライン銀行には必要

ていると思いますが、安全対策はしていますか。

以外の残高は残さないようにして、地元のメインバン

便利さと同時に危険なものでもあるので注意が必要

クではネット契約はしないようにしてもしもの時に被

です。最近ではフィッシング詐欺という事件が増えて

害が少ないようにしています。

いて、オンライン銀行の不正送金被害が急増している

●SNSの陰と陽

そうです。警察庁によれば、2013年の被害額は前年の

30年前はパソコン通信というものが最前線でした。

約30倍に当たる14億600万円。2014年はさらに増えて

大分には全国でも有名だったコアラという団体があり

いて、2014年5月9日までの約4カ月間で早くも前年の

ましたが覚えておられるでしょうか。20年前から携帯

事務局
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電話が普及し始めそれが携帯電話にメール機能がつい

代からなので自分で判断ができます。今の子供たちは

てからは“通話”用途から“通信”用途に変わってきまし

大人が作るビジネスモデルの重力が全て善として、好

た。インターネットが普及し始めたのもこのころから

まなくても情報として入ってきます。

でしょうか。阪神淡路大震災で一部の方がインターネ

作る側は大人子供の判断はしていません。子供たち

ットで情報交換をしたという報道があって認知度が高

に、実は大人の社会に足を踏み入れていること、便利

くなったと記憶しています。インターネットは仕事に

のうしろには大人の“金儲けの力”があることをちゃ

おいても便利なものです。以前はメーカーに商品写真

んと教えなければいけません。

を依頼すると郵送で送ってきて数日かかっていたもの

ユーザー自身が「ビジネスモデル

が、現在はメールに画像添付されて数分で手元にとど

の重力」を認識して、意識的に振る

きます。当時は画期的でしたので感動したことを覚え

舞うことが必要なのです。

ています。
最近ではコミュニケーションツールSNSが流行って
いますがこれも気を付けなければいけません。利用者
は便利に使いますがその裏では当然運営会社は利益を
得る道具と考えています。いかに多く、長い時間（ビ

幹事報告
１．来信

1）配布物 ①ロータリーの友 2015年2月号
②クマヒラより「抜萃のつゞり」

ジネスの重力）利用させることができるかを考えてい
ます。
１、過剰な嗜好性サービス
この施策が行われる理由は、本人の興味に合う検索
結果を提供できるほど、そのサービスを長く使う傾向
が高まるからです。
２、後発的多動症
競争の中で本来あるべき範囲を超えて過剰になって
いくことは、しばしば見られることです。目の前に幸
せな出来事がある場合でも、まるで「多動症」のよう
に集中できずにいるからです。例えば、レストランで
美味しい食事を目の前にしていながら、写真をアップ
ロードするのに専念している人がいます。あるいは、
自分の愛する子どもと一緒にいるのに、ママ友からの

佐々木正博幹事

2）2月ロータリーレートは、1ドル118円
3）ＲＩより「2015年1月 人頭分担金請求書」
4）第２回ブライダル交流パーティー男性参加者の募
集について
２．例会変更
竹田RC：2/3(火)→1/31(土) 18:00～ホテル岩城屋に変
更；家族例会の為
３．週報受理
中津RC、別府RC、別府東RC、別府中央RC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）出欠の回覧中です。

メールに返信しなければと焦っている母親がいます。

①大分1985RC30周年 ②RYLAセミナー

そうした事例を見ると、やはりSNSのせいで過剰な行

③地区大会

動が生じていると言わざるをえないように思います。
３、過剰な射幸性の煽り
ソーシャルプラットフォームは、ソーシャルゲーム
内のアイテムを購入させる「アイテム課金」に大きく

2）前期の会計報告書を配布します。
3）1月26日実施 口座振替の領収証を配布します。
６．欠席連絡

米澤哲也会員

７．本日の当番 河村正一会員、佐々木正博会員

依存したビジネスモデルです。そして重要なのは、
Facebookと彼らの違いが生じたのも、煎じ詰めればビ
ジネスモデルが原因だった側面が強いということです。
Facebookが「滞在時間」を最適化したようにして、彼
らはゲーム内でアイテムをいかに買ってもらうかに最
適化を進めていったとも言えます。
■私たちの世代は幸か不幸か大人になってからITが浸
透してきました。つまり善悪を見分ける力がついた年

今月のお祝い
【結婚記念日】
宮本順二会員：21年のお祝い
にシステムキッチンを買わ
されました。20年を過ぎる
と女は恐ろしいです。

藤本博和会員：本庄さん卓話楽しみにしております。

委員会報告
◎ロータリー財団委員会

藤本博和委員長

寒椿 遊びしメジロ 天に羽音（もうすぐ春です）

本部より一人当たりの年次寄付額を

和田久継会員：①大変遅くなりましたが、新年明けま

150ドルというお願いが来ている件で、

しておめでとうございます。本年も宜しくお願いし

先月の理事会で検討したところ、当クラ

ます。 ②申し訳ありません、職業奉仕の為早退し

ブでは今まで通り100ドルということに

ます。

なりました。この場で再度会員の皆様にご賛同いただ

藤林鋭司会員：宮崎出張の為、早退させて下さい。申

き、年次寄付金の引き落としを2月に実施したいと思

し訳ありません。本庄さん卓話聞けずスミマセン！

いますのでよろしくお願いいたします。2月のロータ

住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。

リーレートは、1月と変わらず118円となっています。

石部幸二会員：本庄会員、卓話よろしくお願いします。

◎国際奉仕委員会

河村正一委員長

ニコニコ累計

３３０，０００円

フィリピンのスービックロータリーク
ラブが5月上旬に来日し、宇佐でメーク
アップをしたいという問合わせが米澤会
員を通じて来ています。その際のクラブ

内部卓話
「 定款細則の変更について」
本庄伸子会員（定款細則委員会）

としての対応について、本日19時より「ちよせ」にて
国際奉仕委員会を開催いたします。対象の方には事前

今回の定款細則変更につきまして

に出欠を確認していますので、ご参加いただける方は

は、前期より、広瀬定款細則委員長

よろしくお願いいたします。

を中心に、津々良会員、藤本パスト
会長と私の４名で定期的に委員会を

◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

宇佐八幡RC主催の「生き生きジュニ
アふうせんバレーボール第10回記念大会」

開き、どのように変更するかを話し
合って参りました。
平成２６年５月の定款変更を踏まえまして、９月よ

が、2月8日(日)9時30分よりかんぽの郷

り細則についても煮詰め、先日の理事会では慶弔規定

宇佐体育館にて開催されます。今回は柳

についての変更に承認を頂き、この度皆様にお知らせ

ヶ浦高校のインターアクトクラブが1チーム6名で参加

することになりました。

することになりました。人数がギリギリですので、も
し欠員が出た時の為にも応援を兼ねてロータリーのメ

なお、細則の変更手続きにつきましては、まず、当

ンバーにもご参加いただければと思います。昼食は宇

該例会（変更の承認を受ける例会）の１０日前に各会

佐八幡RCの会員さんがねぎ焼き・からあげ・おにぎ

員に書面による通知を行い、当該例会では出席者が定

り等を準備してくれるそうです。お時間がある方は是

足数（クラブ会員の１/３）を満たし、そのうちの２/

非いらしてください。よろしくお願いします。

３が賛成（支持）することが義務付けられています。
今回の細則変更において、参考としました資料は、

スマイルカード

石部幸二委員長

ＲＩの推奨する細則２０１３年版と、２０１０版とし

臼杵 確会長：今日の夜、国際奉仕委員会がちよせさ

ました。この２版を参考にした理由としまして、２０

んで行われます。国際以外の会員さんも時間のある

１３年版が最新版ではありますが、役員選挙や役割、

方はご参加ください。／本庄会員卓話楽しみにして

いくつかの手続きや言葉について割愛されている部分

います。

があり、長年ロータリークラブに携わってきた会員で

廣瀬辰彦会員：本庄さん、定款・細則改正案の卓話ご
苦労様です。

あれば言わずとも分かる部分が、新会員や入会してか
らの年数が浅い会員が役員を務める時には、逡巡や齟

末宗為十会員：本庄会員卓話よろしくお願いします。

齬を生む原因となるかもしれないことを踏まえ、２０

幡手一義会員：本庄会員久しぶりの卓話楽しみです。

１３年版では説明が不足すると思われる部分を２０１

０年版で補うこととしました。また広瀬委

CLP（クラブリーダーシッププラン）の手法や手段について

参考

員長が全国のロータリークラブの中で細則
を公表しているクラブをインターネット上
で探し、いくつかのクラブを参考にさせて
いただきました。
尚、当クラブでは、ＣＬＰを採用してい
ませんが、最新の定款最細則はＣＬＰの組
織（役員、委員会等）を元にして作成・推
奨されていますので、対応できる形で作成
しています。
慶弔規定の変更につきましては、最近の
時勢を踏まえ、また、他クラブの慶弔規定
を参考にして、若干の変更を行いました。
当クラブの前回の定款細則変更からおよ
そ１５年が経ち、ＲＩ推奨の定款細則上で
も追加、削除された条項があり、内容のみ
ならず条項の番号からずれが生じていまし
たが、今回の訂正で正しい条項順番を反映
させることもできました。
内容につきましては、皆様もご一読いた
だき、おかしいと思われる部分などありま
したら、お知らせください。よろしくお願
いします。

出席報告

山上明宣委員長
第2335回（1月29日）

会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席
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33名
1名
27名

（ 内 事 前 M U）

0名

欠
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数

5名

出

席

率

８４．３８％

ロータリー財団補助金管理セミナー
日時：2015年2月1日(日) 11:00～16:00
場所：大分県立看護科学大学

欠席者
岩井謙次会員、小野田義文会員、辛島光司会員
松永忠昭会員、米澤哲也会員
※出席率の更正
◎1/22の出席率は75.00％→７８.１３％に更正
事後MU 河村正一会員(宇佐八幡RC）

（9名出席） 臼杵、幡手、廣瀬、藤本、佐々木
石部、本庄、末宗、河村
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