
 

 

 

 

日  時 平成 27年 6月 10日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ             荘原委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱 ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介               岡本(正)会長 

 吉田 サヨ子様 国際ソロプチミストくにたち 

 井出 幸子様      〃 

御挨拶 ソロプチミストは

1921年アメリカ カリフォルニ

ア州オークランドで職業を持つ

80名の女性で結成され、現在

130ヶ国、約 8万人が奉仕

活動を行っています。日本

では505クラブ1万2千人。 

国立ソロプチミストでは

音高ブラスバンド・都立五

商吹奏楽部などに毎年援助

をいたしております。また

来年 30周年を迎えるイベ

ントとして、7月 19日(日)

に一橋大学の兼松講堂で森

山良子さんのコンサートを開催いたします。チケット

購入のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

会長報告                  岡本(正)会長 

●15-16年度 第 1回米山記念奨学委員長セミナー 

 日時 7月 8日（水）15時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 宗村次年度米山奨学委員長 

幹事報告                 遠藤(常)幹事 

●17 日の最終例会は 18 時点鐘です。ＳＡＡ委員・親

睦活動委員は 17時から準備をお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ    伊藤明・小山田親睦活動委員 

●吉田サヨ子様(国際ソロプチミストくにたち 会長) 

本日はくにたちソロプチミスト認証 30 年記念音楽会

のお願いに伺いました。皆様のおちからをお貸し頂き

たく宜しくお願い申し上げます。 

●岡本(正)会長 山口先生のマイナンバー制の卓話、

真剣に拝聴させて頂きます。日本年金機構の問題もあ

り、個人情報の管理も大変気がかりです。また、国際

ソロプチミストくにたち会長の吉田様、井出様の御来

訪を歓迎致します。 

●遠藤(常)幹事 山口会員の卓話、今話題の「マイナ

ンバー制」勉強させて頂きます。 

●高柳会員 6月 4日に、谷保天満宮のヤボテン会ゴ

ルフに参加して、午後のハーフを 37でまわり優勝する

ことが出来ました。80才で 30代が出せたことは健康

に感謝です。 

●五十嵐会員・秋廣会員・秋山会員 山口会員の「マ

イナンバー制について」の卓話、楽しみにしておりま

す。「マイナンバー制」の功罪につき、わかりやすく

お話しして頂けると有難いです。宜しくお願いします。 

●時田会員・内山会員・岡本貞雄会員・本間会員・木

島会員・佐伯有行会員 番号制度の導入目的、対象分

野、安全性など、正しい知識がありませんので、山口

先生詳しく教えてください。 

●杉田会員・小澤谷守会員・山崎会員・荘原会員・岡

田会員 ＳＡＡ副委員長の山口会員の卓話、楽しみに

しています。新しい制度の導入について教えて下さい。 

●宗村会員・石塚会員・北島会員・小山田会員・大庭

会員 山口先生の「マイナンバー」制についての卓話、
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今話題となっていますので、よろしくお願い致します。 

●喜連紘子会員 山口先生、本日はタイムリーな卓話

をして頂けるとのこと、有難うございます。しっかり

勉強して交付時期迄覚えておくよう努力します。 

●佐伯和美会員 米山奨学生デウィさんが日本石油

学会から優秀賞の賞状を頂きました。「バイオディー

ゼル燃料の流動性の改善」についてです。素敵なかわ

いい留学生をおあずかりしている我クラブのほこりと

したいと思いニコニコします。 

ニコニコ BOX 40,000円 累計 1,310,000円 

出席報告         喜連(紘)出席奨励委員 

  ６月１０日 在籍４７名中  出席４１名   

  前々回 5月 27日の出席率 84.0％     

閉会点鐘               岡本(正)会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口 康雄 会員 

マイナンバー制について 

講師紹介          小澤(崇)プログラム委員長 

番号制度の導入の目的と対象は？      山口康雄 

番号制度は、国民の一人ひとりに１つの個人番号

（マイナンバー）を付し、企業等に対しては法入番号

を付して、社会保障､税､災害対策の分野で効率的に情

報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人

物の情報であることを確認するためのものです。その

ため番号制度は基本的にすべての個人と企業に関わ

ってきます。 

(1)導入の目的は？ 

番号制度は、共通の社会基盤として番号を活用す

ることにより、①公平・公正な社会の実現､②国民

の利便性の向上､③行政の効率化－を目的としてい

ます。 

 番号制度は、平成 25年 5月に成立、公布された番

号関連４法「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下、番号

法）」等に基づいて導入される制度です。番号法は、

個人番号・法人番号を活用するとともに、それらの

保護を図るための措置を講じるための法律です。 

(2)対象となる分野は？ 

 番号制度の対象としている分野は、①社会保障､②

税､③災害対策に限定されています。災害対策は、

災害時に行政等が被災者支援に利用することを想

定しているもので、企業が関係するのは、通常社会

保障分野と税分野の 2つに限定されます。 

番号制度の枠組みは？ 

番号制度は、日本国内の全住民､全法人に重複のな

いように番号を付し、複数の行政機関等において同一

人物の情報を紐付けしたうえで、相互に活用(情報連

携)しようとするものです。 

１個人番号と法人番号の違い 

(1)番号制度には大きく個人番号と法人番号とがあり

ます。 

(2)番号と関連付けられる情報  

番号制度の番号は、①悉皆性(全員に付番)、②唯

一無二性(１人１番号で重複のないように付し、再

使用しない)、③視認性(｢民一民一官｣で使用する

ための見える番号)を特徴としており、個人番号は 

 
 

 

基本 4情報(氏名、住所､性別、生年月日)と関連付

けられます｡法人番号と関連付けられるのは２情

報(名称､住所)です。 

(3)個人番号の通知  

個人番号の通知は住民登録をしている市町村から

｢通知カード｣が各世帯ごとに送付されます｡法人

番号については国税庁からの書面によって法人に

通知されます。 

(4)番号の変更  

市町村長は、個人番号が漏えいして不正に使用さ

れるおそれがあるときは、本人からの請求、また

は職権により、個人番号を変更することができま

す。ただし、本人は番号が気に入らないなどの理

由では、番号の変更を請求することはできません｡

法人番号については変更することはできません。 

(5)住民票への個人番号の記載  

住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する

際に、本人が希望すれば個人番号が記載されたも

のが交付されます。 

(6)国外に居住している場合の適用  

国外に居住している日本人には、個人番号が交付

されません｡平成27年10月以降に国内で住民登録

をしたときに個人番号の指定が行われます｡個人

番号を指定されてから国外へ転出し、日本に再入

国した場合は、転出前と同じ番号を利用します。 

２個人番号の利用場面 

①事業主は、雇用保険､健康保険､年金などの手続きの

際に提出する書類に従業員等の個人番号を記載し

ます。 

②事業主は､税務署に提出する法定調書に従業員や株

主､取引先などの個人番号や法人番号を記載しま

す。 

情報の保護の面は？ 

 原則として個人情報保護法によって守られます。さ

らに特定個人情報といわれる個人番号を含む個人情

報は、番号によって名寄せなどが行われるリスクがあ

ることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を

番号法で上乗せしています。    卓話資料より抜粋 
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日  時 平成 27年 6月 17日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ             杉田委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱 ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介               岡本(正)会長 

ワユ ナルリタ デウィ様（米山奨学生） 

吉 野  会員夫人 益世様・三  田  会員夫人 幸子様 

杉  田  会員夫人 伸子様・村  上  会員夫人 真弓様 

秋  廣  会員夫人 康子様 ･小澤(谷)会員夫人 あゆ子様 

遠藤(常)会員夫人 春実様・石  塚  会員夫人 美子様 

本  間  会員夫人 純代様・木  島  会員夫人 和子様 

岡本(正)会長夫人 芳江様 

会長報告   岡本(正)会長 ・  幹事報告  遠藤(常)幹事 

出席 100％紹介・記念品贈呈    関出席奨励委員長 

ニコニコＢＯＸ            伊藤達弥親睦活動委員 

●岡本(正)会長 本日、無事最終例会を迎えることがで

きました。1年間の会員の皆様と事務局の御協力に感謝申

し上げます。有難う御座いました。あと 2 週間、大過な

く終わることを願って、ニコニコします。 

●遠藤(常)幹事 皆様の協力により何とか無事に国立 

谷保天満宮に帰港することができそうです。1年間御支援

有難うございました。 

●小澤孝造会員 岡本･遠藤丸の無事の帰港おめでとう

御座居ます。最終例会楽しみにしております。親睦さん

御苦労様です。 

●津戸会員 岡本会長･遠藤幹事さん、1年間ご苦労様で

した。特に｢奉仕を見つめ 奉仕を楽しむ｣の会長ターゲッ

トをよく務めよく実践され素晴らしいクラブに成長され

ましたことに対し、深く感謝の意を表します。 

●高世会員･吉野会員･村上会員 岡本･遠藤丸の 1 年間

の航海が無事な帰港お目でとうございます。心より 1 年

間のカジ取りに感謝致します。 

●五十嵐会員 岡本会長、遠藤幹事さん、大変お世話に

なりました。岡本会長の談話は勉強になりました。 

●山口会員･杉田会員･山崎会員 1 年間 岡本会長･遠藤

幹事ご苦労様でした。また SAA 委員会も 1 年間お世話に

なりました。 

●岡本貞雄会員 岡本･遠藤丸の無事の帰港を心からお

祝い申し上げ、その間の奮励努力に感謝いたします。 

●秋廣会員･秋山会員 岡本･遠藤丸の無事のご帰港をお

祝い申し上げます。岡本年度は｢奉仕を見つめ 奉仕を楽

しむ｣のスローガンのもと、1年間努力され、本当にご苦

労様でした。今後、奉仕の充実・会員拡大など多くの課

題があると思われますが、生き生きとした東京国立ロー

タリークラブとなるよう努力しましょう。 

 

●石塚会員･石塚美子様 岡本正伸会長･遠藤常臣幹事様

一年間ご苦労様でした。お忙しいお仕事を持ちながらロ

ータリークラブの代表として社会奉仕を始め、諸活動の

先頭に立ち、私達会員に奉仕されましたことを感謝する

とともにお礼を申し上げます。 

●本間会員 本日、最終例会おめでとうございます。岡

本･遠藤丸、無事に終了された事おめでとうございます。

次年度この時期を迎えられる様ガンバリます。よろしく

お願いします。 

●木島会員 岡本会長、遠藤幹事一年間 御苦労様でした。

楽しく、有意義な会合を楽しませていただきました。こ

れからの一年間何かと頑張ってみます。親睦活動委員会

の皆様、今日はありがとうございます。家内共々楽しく

過ごさせていただきます。 

●喜連元昭会員 岡本会長、大変お疲れ様でした。四方

（司法）から責められながら巧みに身を処し(書士)て行

かれ、今年のロータリー活動を成功裏に導かれた事に感

謝と敬意を表します。 

●寺澤会員･荘原会員 岡本年度、皆様にお世話になりあ

りがとうございました。今年度テーマ｢奉仕を見つめ 奉

仕を楽しむ｣まだまだ途上ですが、意識をさせていただき

ました。 

●社会奉仕委員会(小川会員･宗村会員･小澤崇文会員･小

山田会員･秋山会員) 岡本会長･遠藤幹事、1年間大変お

疲れ様でした。社会奉仕への皆様のご協力もありがとう

ございました。 

●国際奉仕委員会(喜連紘子会員･青木会員) 岡本会長･

遠藤幹事一年間大変ご苦労様でした。私共、国際奉仕委

員会に対しても常に暖かい眼差しを賜り誠に有難うござ

いました。木島新会長・本間新幹事のご活躍、大いに期

待しております。 

●米山奨学委員会(小澤谷守会員･内山会員・佐伯和美会

員) 岡本会長･遠藤幹事 1 年間本当にお世話になりまし

てありがとうございました。米山奨学金も皆様の協力の

おかげでみごと達成いたしました。会員の皆様方にお礼

申し上げます。1年間ありがとうございました。 

●新世代委員会(近藤会員・関会員) 岡本会長･遠藤幹事

一年間御苦労様でした。新世代委員会も皆様の御協力で

楽しく無事に活動できました。ありがとうございました。 

●親睦活動委員会(北島会員･宗村会員･小澤谷守会員･稲

村会員･遠藤直孝会員･伊藤達弥会員･岡田会員･伊藤明会

員･長嶋会員･大庭会員) この一年親睦を深めていただ

けましたでしょうか。皆様のご協力ありがとうございま

した。    ニコニコ BOX 83,000円 累計 1,393,000円 

出席報告              関出席奨励委員長 

６月１７日 在籍４７名中  出席４１名 

 前々回 6月 3日の出席率 97.73％    

閉会点鐘                 岡本(正)会長 

第 2236回 例会 
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新旧会長・幹事バッヂ交換・花束贈呈 
「手に手つないで」を大合唱 

「ダーク和秋」マジックショー 

 

2014-15年度 会長 岡本 正伸 

昨年の７月、会員の皆様の御推挙により東

京国立RCの第46代会長に就任いたしました。

就任前、はたして自分に会長が務まるのか、

会長就任後にどのようなクラブ運営をするべ

きか、を悩みました。また、会長就任後も会長としての職責が

果たせているのか、いつも悩みながらの１年間でした。遠藤幹

事には、私が悩むなか、いつも後押しをして頂き、決断するき

っかけを頂きました。私より人生の先輩であり、やりづらい事

も多々あった事と思いますが、１年間の会長としての重責を果

たす大きな支えとなって頂きました。有難うございました。ま

た、１年間クラブ運営を共にして頂き、ご協力頂いた、理事、

役員の皆様にも感謝申し上げます。 

東京国立RCに入会させて頂き、19年の年月がたちました。こ

の１年間ほど、クラブの事を考え、行動した年は無かったので

はないかと思います。 

新年度のスタートにあたり、クラブ事務局の事務所を谷保駅

近くの、大変素晴らし立地にあるビルの１階へ移転することが

でき、新たな気持ちをもって１年の船出を致しました。 

新事務所では、9月の天満宮の例大祭の時に万灯見物をし、参

加頂いた会員間で大いに懇親を深めることが出来ました。また、

命を大切にするポスター展の優秀作品を掲示し、道行く人達に

「命の大切さ」を訴える事ができ、ＲＣの活動への理解の一助

となったと思います。今後も、ロータリーの広報のためにクラ

ブ事務所を活用する事に期待したいと思います。 

私は、今年度会長テーマを「奉仕をみつめ、奉仕を楽しむ」

と致しました。昨年７月の納涼家族例会から始まり、本日の最

終家族例会まで、多くのクラブ事業がありました。それらのク

ラブ事業について、各委員会の委員長さんは、私のテーマにそ

った企画をたて、実施して頂いた事と思います。多くの事業実

現にお骨折り頂いた、委員長、副委員長、そして各委員会委員

の皆様に厚くお礼申し上げます。 

中学生の「命の大切さを訴える」ポスター展は、読売新聞多

摩版に大きく紹介されました。村上年度に実施された、タイ・

サラブリへの国際奉仕事業を参考に、継続的な国際奉仕事業を

模索するなか、喜連紘子国際奉仕委員長よりカンボジアへの教

育支援事業への参加の提案を頂き、カンボジア、プノンペンで

の教育機材贈呈式には、遠藤幹事、喜連紘子国際奉仕委員長と

共に出席することができました。この式典への参加を快く承諾

下さったご家族に感謝申し上げます。 

ＲＩ会長は、必要としている地域に必要とする奉仕をし、ロ

ータリーの輝きの火を灯すこと、「ロータリーに輝きを」をテ

ーマとしました。この一助を担う事ができたのでは無いかと思

います。 

まだまだ、１年間の思いはつきませんが、時間の都合もあり

ますので、この辺でそろそろ終わりにしたいと思いますが、会

長として、これらのクラブ事業や地区事業への参加、そして会

の運営を滞りなく行うため、連絡事項や事務処理全般に渡って、

こまめに対応をして頂いた、事務局の間島さん、大変有難う御

座いました。 

最後に、昨日、地区のクラブ会長・幹事及び地区リーダー合

同会議がありました。そこで、地区表彰があり、私どものクラ

ブは３つの賞を受賞することができました。ＲＩ会長賞、出席

率優秀クラブ第２位（96.991％）、第１位は東京世田谷中央RC

（99.074％）でした。そしてインターンシップ協力賞の３つで

す。これも、ひとえに会員皆様の御協力と会員ご家族皆様のロ

ータリー活動への御理解による賜物と感謝致します。一年間本

当に有難う御座いました。 
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 岡本会長を船長として船出して 1 年間、

長いようで短い 1年間でした。岡本会長は

クラブ運営に精通され、地区や多摩中グル

ープについても経験豊富で、私はただ付いていくだけで済みま

した。幹事として、当クラブはもちろん、多摩中グループと大

変貴重な経験をさせて頂き、有難うございました。 

 また、事務方としての間島さんは緻密にそしてスピーディに

仕事を処理して頂ける方で、私はただその手の中で働いていた

様な気がします。特に事務所の引越の時は全ておまかせで、こ

の場を借りて御礼申し上げます。 

 さて、会長におかれましては、私の至らぬ幹事のせいで、大

分ご苦労された様で、この 1 年間で頭頂部が大分進んできたよ

うに見受けられます。全て私の責任です。お詫び申し上げます。 

 そして私にとって幸運だったのは、会員の皆様そしてそのご

家族に誰一人として御不幸を出さなかった事であります。皆様

のご協力を得まして、何とかその役目を果たす事ができました。

1年間有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


