
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1348 回 （本年度 31 回） 

平成 28年 3月 10日（木） 早朝例会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張 裕 康 会場監督 

斉  唱 「我等の生業」 

会員出席報告 神 谷   直 親睦委員 

欠席者：工藤会員、髙木会員、今井会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

阿部 孝夫 様（ゲストスピーカー・前川崎市長） 
北野 嘉信 様（川崎ＲＣ） 
藤嶋とみ子様（川崎中原ＲＣ友の会会員中原区
文化協会） 
 
本日のミニ情報 市川 功一 会長 
今月は今までなかった「水と衛生」月間です。ロータリ
ーの友３月号を見ると、横浜 RCの「水を守る 森を守る」
として山梨県道志村の森の間伐事業や、平塚湘南 RCのフ
ィリピンでの衛生的な水の供給施設の新設などが紹介さ
れていました。そういえば当クラブでも数年前にインド
ネシア・バリ島での給水設備の設置事業を行ったことを
思い出しました。残念ながら継続していませんが私たち
にも出来ることがありそうです。 
 

会長報告 市川 功一 会長（3 月 17 日） 
１．2016 年ＲＩ国際大会信任状証明書の提出依頼がきて

おります。会長･幹事の署名を付して提出します  
２．第 5回 会長･幹事会の報告 

・Ｉ･Ｍ、6RC合同例会無事終了のお礼 
 ・地区内２RC（横浜たま RC・横浜ひまわり RC）が解散 
 ・次年度 青少年交換学生の受入ｸﾗﾌﾞは川崎宮前 RC 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ内の分担金金額について、次回 5月 10日の会
長幹事会で決めたい。各ｸﾗﾌﾞ意見をまとめる。 
（現在：6,000円/人 地区からは 80万円） 

 ・1,2,3グループの事務局員会議を 3月 4日に開催。 
 ・現･次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐によるｸﾗﾌﾞ訪問を行います。 

訪問時には、次）会長･幹事とｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の打合せを
11：30～行いますのでご準備下さい。例会予定を 
3月 20日までに中原 RC事務局まで連絡の事 

・次年度の 6RC合同例会の幹事ｸﾗﾌﾞは、川崎中原 RCと
川崎北 RC。新年早々が望ましい。 

 ・6RC 合同ゴルフコンペ：4 月 8 日(金)立野クラシック
で開催 参加者は、川崎北 RC事務局まで連絡 

 ・各クラブの現状・意見交換 
   

 
・次回会長・幹事会：2016年 5月 10日(火)18：00～  

現･次期合同にて開催予定 幹事:川崎宮前 RC 
  

幹事報告 会田 公雄 幹事（3 月 17 日） 
１．地区からの来信 

 ①Ｒ青少年交換学生「広島･京都研修旅行」を、 

3月25日(金)～27日(日)に開催   
②2015-16受入学生近況報告・2016-17派遣学生ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ開催のご案内が届いております。 

 ・2016年4月 2日(土)14：00-16：00 ｻﾝﾋﾟｱﾝ川崎  

※広島京都研修旅行の報告 

 ・2016年4月23日(土)14：00-16：00 ｻﾝﾋﾟｱﾝ川崎   
２．「ハイライトよねやま」回覧致します。 

３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎高津RC  

3月24日(木)  屋形船でお花見例会 
 3月31日(木)  休会 
 4月7日⇒3日(日) 地区研修･協議会に移動例会 
 4月14日⇒15日(金) 川崎西RC ｸﾗﾌﾞ合同ｾﾐﾅｰ移動例会 
●横浜あざみRC  

3月30日⇒4月3日(日) 地区研修･協議会前に例会 
●川崎中央RC  

4月 4日(月)  お花見夜間例会 若宮八幡宮 
●川崎麻生RC  

4月 8日(金)  麻生川周辺清掃後、お花見例会 
「遊輪」点鐘18：00 

●神奈川RC  
4月11日(月)  夜間例会     点鐘18：30 

 5月 2日(月)  休会 
 6月13日(月)  創立56周年記念例会 点鐘18：30 
●川崎鷺沼RC  

4月13日(水) 親睦移動例会 大相撲川崎ふるさと場
所 等々力ｱﾘｰﾅ 点鐘11：00 

 4月27日(水) 休会 
 

卓 話 阿部 孝夫 様（前 川崎市長） 
「マイナンバーのこれから」 

平成 26 年より特定個人情報

保護委員会になりました。 

昨年の 9 月に個人情報保護

法が改正されて民間事業者
が使っている個人情報につ
いても監督保護する権限が
拡大されました。一昨日閣議
決定されましたが行政機関、
独立行政法人は一般の個人

情報保護法とは別の個人情
報保護があり、それと複雑なのはもともとは地方公共団
体が条例で個人情報保護をはじめ、国は後から 2003 年
にスタートさせて複雑になっています。海外では EU が
熱心で世界基準を作ろうとしていたりしています。スノ

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 １８名 ９名 ８５．７１％ 

前々回(2月 24日)欠席８名 Make up １名 ９０．４８％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



ードン事件があり、アメリカと EU の仲が悪くなった
りしました。アップル事件もあり、犯罪者の IPHONE
の個人情報を、解除をする件でもめています。そうい
う中で、個人情報保護委員会をしっかりやってくれと
言われています。委員は 9 人いて、私は地方公共団体
の個人情報についてやっています。昨年の 10 月 5 日に
番号を付けて 12 ケタの番号を付けました。100 年は持
つといわれています。死亡してからも消えません。戸
籍や相続財産に使われるからです。今までは古い情報

はお寺などにしか残っていませんでした。誰が相続人
でどんな財産があるかわからなかったということがあ
りましたが、マイナンバーにより亡くなったか亡くな
っていないかとかわかりますし、亡くなった人の年金
を子供がずっと受け取っていたということも無くなり
ます。 

「消えた年金問題」があり、その処理を自民党が上手

にやれなかったということで自民党政権が倒れた面が
あります。ところが民主党政権になってどうやって解
決するのかということになって、漢字（旧字）や読み
方の問題もあり、まだ不明な情報が残っているという
状況なのです。管政権の時に、突然消費税を上げると
いう話が出ましたが、所得の低い人について消費税負

担を低くするために給付金を出すという話が出ました。
所得などを把握するために番号制の話が出ました。こ
の番号制の法案が比較的すぐにとおったのは、民主党
に時代にも番号制の話が出たということが大きいです。
民主党はそれまで反対していました。自民党は佐藤政
権の時から番号制の話はありました。大平内閣でも番

号制の話があり、繰り返してきました。管政権の時に、
東日本大震災があり、役場の資料が津波でなくなりま
した。分権でそれぞれ資料が分散していました。その
保障のでもどこにいるだれに払えばいいのかというこ
とになりますます番号が必要だということになりまし
た。野田政権の時に法律案を出しましたが、解散で廃
案になり、阿部内閣で簡単に法律が通りました。 

多くの人が心配しているのが、番号によってすべて

の情報が一元化されるのではないか、便乗して犯罪を
犯す人が増えるのではないかということが一つ、もう
一つは思想的な問題ですが国家が情報を一元管理し徴
兵制度に使うのではないか、国家による情報一元管理
が個人の権利を侵害するのではないかという新お会い
があります。そういう心配をコントロールすることに
よっていいところを残すということになっている。厳
格にルールを決めて漏れたりしない等に徹底的に管理
をしようということで委員会ができた。総理大臣でも
首にできないという独立した機関です。国家で一元管
理しないように法律で決められています。今まで色々

な番号を使ってきました。マイナンバーは市町村の住
民基本台帳につけられています。住民票はマイナンバ
ーがついている物とついていないものがあります。必
要かどうか確認する必要があります。企業で従業員の
番号を扱う場合があります。これを悪意をもって悪用
した場合、直罰になります。情報を漏らしたことによ
り損害を被った場合、損害賠償を請求されることもあ
ります。個人は今まで色々な番号を持っていました。
そこに着目して、普段はマイナンバーを使わずに、裏
で使うことにしています。年金は年金番号で手続きを
します。何かあった時に確認にマイナンバーを使って
照会します。そういう形で使っています。情報提供ネ

ットワークシステムがあり、それで管理しています。

暗号と暗号でそれをつなぐ形で管理しています。マイナ
ポータルでどういう情報が照会があったことを本人が
確認できます。番号を直接使うことはほとんどありませ
ん。東京電力の電柱使用や、雇用保険の手続きは番号を
直接利用することがあります。従業員の番号は管理して
おく必要があります。紙で管理するのが安全です。金庫
に入れておけばいいのです。個人番号が付いた書類は別
にして保管する必要があります。番号を直接使わずに今
までの社員番号などを利用すればいいです。 

個人番号カード IＣチップに入っているカードです. 

表面は偽造できても本人確認する部分までは偽装でき

ません。一番危ないのは、通知カードをそのまま持って
いることです。それと写真があれば成りすましができて
しまいます。個人番号カードを作ったほうが安全です。
今騒いでいるのは今回全員に発行したからです。今後は
新たに生まれた人にだけに発行されます。最初に一斉に
つけることは法律の附則に書いてあります。1 年か 2 年
もたつと当たり前になると思います。冷静に対応する必

要があると思います。ありがとうございました。 

 

ニコニコ報告  神 谷   直 親睦委員  
北野 嘉信 様（川崎ＲＣ） 
本日は大変お世話になります。 
阿部前市長、拝聴させていただきます。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
 今日は 2か月ぶりの早朝例会ですが、元市長の阿部様をゲス 
トにお迎えいたしました。マイナンバーについては、よくわか
らないこところもあるので、お話をお聞きし、今日は勉強したく 
思います。 

都倉 八重子 会員 
 阿部様、いつも父が大変お世話になっております。来月

の父の祝賀会へのご出席ありがとうございます。本日の
卓話よろしくお願いいたします。 

ＳＡＡ一同 
1945 年 3 月 10 日は東京大空襲でした。また明日で東日本
大震災より 5 年がたちます。忘れてはいけない。思い出すと
いうことをしていきたいと思います。 

親睦委員会一同 
少し暖かくなったり、寒くなったり、体調管理に気を付けましょ
う。 

「みんなニコニコ」  
小林 正樹 会員・仁上喜久夫会員・若狭 滋則 会員 

島田 叔昌 会員・徳安 久是 会員・古越 孝男 会員 

小泉 正博 会員・山本  剛 会員 
  

 

ニコニコボックス 本日 16,500円 累計 586,500円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 85,000円 


