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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

＜個人情報保護法とは・・＞ 
〇個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性と

のバランスを図るための法律。 
〇個人情報の定義や、個人情報の適正な取扱いに 

関する基本理念。個人情報を取り扱う事業者が 
個人情報の取得・利用・提供等を行うにあたっ 
て、遵守すべき義務等をついて定めている。 
正式名は、「個人情報の保護に関する法律」 

    ＜個人情報漏洩事件を検索＞（主な事件） 
・日本年金機構個人情報流出事件（約 125 万件） 
・東京商工会議所会員情報流出事件（約 1 万 2 千人） 
・ＪＡＬ個人情報流出事件（約 19 万人） 
・ベネッセ個人情報流出事件（約 3,504 万件） 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  （紙面上、資料概要を掲載） 

阪西 貴子 

＜個人情報保護法に関する色々な法規制＞ 

2015 年 9 月に改正個人情報保護法が公布され 
改正法は 2017 年 5 月 30 日より全面施行される。 
・個人情報の保護に関する基本方針 
・個人情報の保護に関する法律・・法律 
・個人情報の保護に関する施行令・・政令 
・個人情報の保護に関する施行規則・・規則 
・個人情報の保護に関するガイドライン 
＜改正の主なポイント＞ 

１．個人情報の定義の明確化 

２．個人情報保護委員会の新設 

３．個人情報の有用性を確保（利活用）するた 

  めの整備 

 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 
    ４．取り扱う個人情報の数が 5000 以下である事 

業者を規制の対象外とする制度を廃止 
   １．＜個人情報の定義の明確化＞ 

生存する個人に関する情報で・・ 
①特定の個人を識別することできるもの。または 
②他の情報と容易に照合でき、それにより特定の

個人を識別することができるもの。 
【改定後（追加）】＋ 
・電磁的記録、音声、動作で個人を識別できる情報 
・個人識別符号が含まれるもの. 

    ●個人情報の例 

     住所・氏名、会員番号、生年月日と氏名の組合 
せ、顔写真、顧客情報、従業員情報、取引先の 
名刺など・・ 
性別・血液型・電話番号などは単体では個人情 
報と呼べませんが、他の情報と簡単に照合する 
ことができて、それによって特定の個人を識別 
することが出来る場合には、個人情報となるの 
で、注意が必要です。 

    ●【要個人配慮情報】という概念 

     2017 年個人情報保護法改正では個人情報の内、

本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の 

経歴・犯罪被害の事実などが含まれる個人情報

を「要個人配慮情報」として、普通の個人情報

に比べて、更に慎重に取り扱うことを定めた。 
    ・本人の同意がある場合や、法令に基づく場合な 
     ど一定の場合を除いて、取得を禁止。 
    ・第三者提供は原則出来ない。（法令に基づく場 

合は除外） 
    ２．＜個人情報保護委員会の新設＞ 

     今までは、個人情報取扱事業者に対する監督権 
     限は各分野の主務大臣→ 委員会に一元化。 
    ３．＜個人情報の有用性を確保するための整備＞ 

     個人情報の利用目的を変更する場合の要件が

緩和され、本人の同意を得れば、新しい目的に 
     利用できるようになった。→ 
     「匿名加工情報」制度を導入。これは個人情報

の対象から外れ、本人の同意がなくとも別の目

的に利用できるようになった。 
    ●匿名加工情報とは・・個人情報を誰の情報か分

らないように加工して匿名化した、新しい形の 
     情報。個人を特定できない情報なので、「個人 
 

 
 
 情報」にはあたらず、個人情報に関する取扱い 
 のルールは適用されない。→ 
その結果、本人の同意がなくても個人情報を目 
的外で利用でき、また外部に提供できる。しか 
し匿名加工情報については、作成者と受領者が 
それぞれ、いくつかの義務を負わなければなら 
ない。 

４．＜取り扱う個人情報の数が 5000 以下である 

事業者を規制の対象外とする制度を廃止＞ 

〇改正前 
 民間事業者の個人情報の取扱いについて、従来 

は取り扱う個人情報の数が 5,000 人以下の事業 
者には適用されていなかった。 

〇改正後 
 平成 29 年 5 月 30 日からは、全ての 個人情報 

 取扱事業者 に適用 → 
営利・非営利を問わない。なので、企業だけで 
なく、個人事業主・NPO 法人・自治会・同窓 
会等も該当し得る。 

 事業、活動のために個人情報データーベース等 
 を利用していれば個人情報取扱事業者にあたる。 
＜個人情報取扱事業者は何をすればいい？＞ 

①利用目的の特定と適正な取得 
②利用目的による制限 
③安全管理措置 
④第三者提供の制限 
⑤本人からの開示請求への対応 
といった措置を講ずる必要があります。 
●第三者に個人データを提供するとき 

 第三者とは・・個人情報の持ち主である本人と 
 その個人情報を取り扱う事業者以外の全ての人。 
 一定の事項を記録、その記録を一定期間保存。 
●個人データを受け取る側も 

・提供元の氏名または名称（法人の場合は代表者 

 氏名） 

・提供元の住所 

・提供元が個人データを取得した時の経緯 

・その記録を一定期間保存 

 そして、第三者に個人データを提供する時には 

 本人の同意が必要。 

●第三者提供にあたらないため、本人の同意を得 

 なくても個人データが使える場合  ↗ 

 



 

         
①委託先へ提供→但し、委託先を監督する義務が 

 生じる。 

②共同利用する（グループ内で社員の緊急連絡先 

名簿を共同利用するなど）→あらかじめ本人に  

通知、本人が簡単に知ることができる状態に。

③事業承継時 

    ●第三者提供にあたるけれども、本人の同意を得 

     なくても個人データが使える場合 

    ①個人データの第三者提供について、本人の同意 

を求めるのが不合理な場合 

    ②オプトアウトの手続きを取っている場合 

オプトアウトとは：一定の要件と前提のもとで、 

原則的に本人の同意がなくても、個人データの 

第三者提供が出来るとしつつ、本人からクレー 

ムが入った場合に限り提供できなくなる仕組み。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は桜が例年より 1週間以上早く咲き、既に 

満開は過ぎてしまいました。桜の時期は外国から 

の観光客も多く、「サクラノミクス」と言われる 

ほど経済効果が大きいようで、これから桜を狙っ 

て来日する方は、少々がっかりするかもしれませ 

ん。本日は新会員をお迎えでき大変嬉しいです。 

後ほど入会式でご紹介させて頂きます。 

3月 24日(土)は第 5グループＩＭに大勢の出席 

有難うございました。例年より懇親会の出席が多 

くて会場が狭く感じた程でした。講演の白石康次 

郎先生の話も面白く、評判が良かったようです。 

私は世界一周ヨットレース・ヴァンデグローブ 

の時、人口 1万 5千人の町に期間中、百万人単位 

の見学者が来て、宿泊とかとても気になりました。 

 

 

 

光明学園高校インターアクト顧問の金子先生は 

青少年奉仕のパネリストで参加され、とても緊張 

されているようでしたが、大役をこなし、懇親会 

も最後まで参加され、飛び入りで声楽を披露され 

ていて、歌の方が全然緊張しないようですね。 

とても充実したＩＭで、金沢ガバナー補佐には 

大変お疲れ様でした。 

翌日はインターアクト一泊研修があり、閉会式 

に出席すべく小田原へ行ってきました。昨年まで 

七沢自然センターで行っていた時はとても寒かっ 

たので、会場が良くなったと思います。大谷ガバ 

ナーと脇ガバナーエレクトも参加されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 28日（水）、大野 RCが夜間例会を兼ねてボ 

トンド君の歓迎会を開いてくれ、相模女子大の講 

師でハンガリー人の先生も招待され、ボトンド君 

も嬉しそうでした。ボトンド君は昨日、おばさん 

が来日。ハードスケジュールで日本中を旅行して 

12日から横江会員宅に宿泊、東京見物をする予定。 

昨日は柴胡 RC500回記念例会に金沢ガバナー補 

佐、横溝幹事と出席。12年目で 500回を迎えまし 

た。当クラブも、次年度は 2000 回を迎えます。 

というわけで、なかなか忙しい一週間でした。 

 



 

 

 

 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日、喜ばしい新会員入会式です。中村様、河 

野様、ようこそ。 

②お祝の皆様、おめでとうございます。 

③阪西会員、卓話楽しみにしています。 

●藤原 利夫会員 

①阪西会員、本日の卓話宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

③私の古希のお祝を戴き、有難うございます。 

自分では、まだ若いと思っています。 

●金沢 邦光会員 

①中村さん、河野さん、入会おめでとうございます。 

②先日のＩＭ，多くのご参加有難うございました。 

③先日は結婚記念日祝を戴き、有難うございます。 

●丸子 勝基会員 

①新入会員の中村さん、河野さん、ロータリーを 

一緒に楽しもう。 

②桜の季節に一句「桜散る、散る桜も桜かな」 

    ●櫻内 康裕会員 

    ①中村さん、河野さん、ようこそ。これから楽し 

     みましょう。 

    ②卓話の阪西さん、宜しくお願いします。 

●諸隈 武会員 

①中村さん、河野さん、入会ありがとうございます。

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。  

③阪西さん、本日は宜しくお願いします。 

●大塚 正浩会員 

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます！ 

②新入会の中村さん、河野さん、また会いました 

ね。よろしくお願い致します♫ 

●佐々木 敏尚会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

②新入会員の中村さん、河野さん、ようこそ！ 

 これから、どうぞ宜しくお願い致します。 

●池之上 和哉会員 

①中村さん、河野さん、入会おめでとうございます。 

     よろしくお願いします。 

②4 月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

③阪西さん、卓話楽しみにしています。 

 

 

●阿部 毅会員 

①まずは中村勝彦様、河野崇様の入会を歓迎致し 

ます。当クラブにはお仲間も多く、緊張感はあ 

まり無いと思いますが、早く馴染んで下さい。 

②阪西会員の卓話、楽しみです。 

③4月誕生日の皆様、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 
①金沢ガバナー補佐、ＩＭご苦労さんでした。 
②会員誕生日祝の竹田さん、冣住さん、小崎さん、 
おめでとうございます。 

③中村さん、河野さんの入会を祝して。 
④阪西さん、卓話楽しみにしています。 
●大井 達会員 

①中村さん、河野さん、入会おめでとうございま 

す。よろしくお願いします。 

②誕生日祝いの竹田さん、冣住会長、小崎さん、 

おめでとうございます。 

③阪西さん、卓話楽しみにしています。 

●豊岡淳会員、早川正彦会員、大坪征弘会員 

①河野さん、中村さん、ようこそ！ ロータリー 

を楽しみましょう。 

②阪西会員、卓話よろしくお願い致します。 

③竹田会員、㝡住会員、小崎会員、お誕生日祝い、 

 おめでとうございます。 

●甲斐 美利会員 

①中村勝彦さん、河野崇さん、入会おめでとうご 

 ざいます。仲良くロータリーを楽しみましょう。 

②本日のお祝を受けられた皆さんを祝して。 

●田後 隆二会員 

①中村さん、河野さん、入会おめでとうございます。 

②阪西さん、卓話楽しみです。 

③藤原利夫さん、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①阪西会員の卓話、楽しみにしています。 

②中村さん、河野さん、当クラブへようこそ。 

③会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①藤原会員、古希のお祝、おめでとうございます。 

②中村さん、河野さん、入会おめでとうございます。 

③本日、卓話の阪西会員よろしくお願い致します。 

今年度のスマイル累計額 ８２６，９００円 



 

 

     

    〇金沢ガバナー補佐よりバッジと記念品贈呈 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【新会員ご挨拶】        中村 勝彦氏 

     若輩者ですが、頑張っていきますので、今後よ

ろしくお願い致します。（概要にて） 

     生年月日：1971 年 8 月 15 日（46 歳） 

     職業分類：産業用ロボット設計 

     事業所名：（有）中村電機 

【新会員ご挨拶】         河野 崇氏 
     会社は相模原市南区、工場は座間市にあります。 

10 年程前から少年野球のコーチをしていて、 

中ＲＣの少年野球に対する支援活動も知って  

いまして、感謝しております。これから宜しく 

お願い致します。（概要にて） 

     生年月日：1975 年 6 月 2 日（42 歳） 

     職業分類：精密部品加工業 

     事業所名：（有）河野製作所 

 
    ＜理事会報告＞ 

    ①社会奉仕予算より、鯉のぼり協賛金5万円を承認。 

    ②セラピー犬とダウン症児のふれあい奉仕活動の件 

     5 月 12 日（土）10～12 時「麻布大学」にて予定 

    ③ホームページリニューアルの件。 

        クラブフォーラムにて検討。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原会員ご挨拶 

 お祝ありがとうござい 

ます。70 才になった気 

がせず、例会でも若い会 

員と話をする機会も多く、 

まだまだ若いつもりでい 

ます。今後も宜しくお願 

いします！ 

おめでとうございます 益々お元気で！ 

 
 

（概要にて掲載） 
〇増強ショートスピーチ       阿部 毅 

 本日、お二方のご入会、ありがとうございます。 
大変喜ばしいですが、あと 3 名の増強を目指して、 
先週から増強スピーチも再開しました。先日、候 
補者の所へ伺いましたら、既に他クラブから声を 
掛けられたそうで、大変残念なことをしました。 
元会員も誘っておりますが、何とか 40 名を目指 
しており、皆様にもご協力お願い致します。 
〇地区青少年奉仕委員会       豊岡 淳 

 先日 25 日のインター１泊研修会の閉会式に、 
会長・幹事と共に出席してきました。その時に、 
相洋高校の顧問教諭から、当クラブ奉仕活動のシ 
ューズプロジェクトに一緒に参加したいとの申し 
出がありました。他校からも注目されている奉仕 
活動となっています。 
〇親睦活動委員会         藤本 恵介 

 さっそくですが、本日入会頂いた新会員 2 名の 
の歓迎会を 5 月 15 日（火）に予定しています。 
詳細はまだ未定ですが、ご予定お願い致します。 
 



 

 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区クラブ管理運営委員会より 

2019年規定審議会立法案提出のお願いを、今年

１月に各クラブにお送りしましたが、締切日の

3 月 9 日までに議案の提出はありませんでした

ので、ご報告致します。 

②次年度クラブ幹事・事務局 研修会のご案内 

 次期クラブ幹事には、マイロータリーやロータ

リーセントラルの登録を中心に研修します。PC

や i-Pad、スマホ等をご持参下さい。クラブ事

務局は別途、情報や交流の場としたく、 ご出

席をお願い致します。尚、次期幹事が欠席の場

合は、代理者をご手配下さい。 

日時：4月 21日（土）13:00～15:00 

場所：第一相澤ビル 締切：4月 10 日 

③インター・ローターアクト委員会／ミーティン 

グ開催のご案内 

     今年度・次年度委員との引継ぎをさせて頂きた

く、ご出席をお願い致します。 

     日時：4月 14日（土）13:00～委員会 

 14:00～ミーティング 

     場所：アイクロス湘南（辻堂駅）4月 9日締切 

 

２．藤原利夫会員が３月２３日に古希を迎えられ 

ましたので、内規により記念品を贈呈。 

 

※４月１７日（火）例会は、相模原東ＲＣとの合同夜間

例会となります。次週１０日例会までに出欠席のご

記入をお願い致します。 

       ４月１７日（火）１８：３０より  「敦煌酒楼」にて。 

会費５，０００円 

  

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・竹田  繁会員 ４月 １日 

・㝡住 悦子会員 ４月 ６日 

・小崎 直利会員 ４月２０日 

 

例会プログラム 

４月１０日ゲスト卓話 田中 隆氏（八王子北 RC） 

  １７日→移動例会「東ＲＣとの合同夜間例会」 

      １８：３０～ 「敦煌酒楼」にて 

  ※第５グループ親睦ゴルフコンペ 

  ２４日「地区研修協議会の報告」 

      担当：次年度会長、幹事、各出席者 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 藤本 恵介会員          

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３７名 ３２名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/20) 
１名 ９６．９７％ ９３．９４％ 


