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　みなさんこんにちは。本日は大村君にマイナンバーに
ついて卓話をしていただきます。まだまだ理解できていな
いメンバーの方も多いと思いますので、みなさんと一緒
に勉強したいと思います。大村君よろしくお願いします。
　先週の土曜日に静岡第3分区の第3回の会長・幹事
会に清幹事と出席してまいりました。ガバナー公式訪問
を終えての会議ということで、ガバナーからの依頼事項
の進捗状況等の報告とのことで各クラブとも増員状況と
寄付金内容についての報告が中心の発表となりました。
ロータリー財団への1人US$150・ベネファクタークラ
ブ1名以上の目標は各クラブとも苦労されているお話で
したが、それ以上に苦労されているのが増員計画でした。
沼津クラブは前会長、幹事、増強委員長のご努力で現
時点で4名の増員は分区内でトップでございました。また
増強以上に各クラブが退会者をなくすことに重点をおか
れているとのお話が数多く聞かれました。沼津クラブとし
ても増員はもちろんですが、退会者ゼロを目標に50名ま
で戻せればと思います。
　2月21日に開催されるインターシティミーティングの内
容についても沼津西ロータリー井上武雄ＩＭ実行委員
長からご説明をお聞きしました。記念講演の講師は、北
朝鮮に拉致され帰国された蓮池薫様とのことです。
　最後に、先週行われた沼津クラブ親睦ゴルフコンペ
で杉山哲男先生がエージシュートの偉業を達成されまし
た。ゴルフをされる方なら良く理解されていると思います
が、エージシュートはゴルファーの夢の一つです。本当
におめでとうございます。次回のコンペは杉山哲男先生
エージシュート達成お祝いコンペとして開催いたしますの
で、多くのメンバーの方々の参加をお願いいたします。

他RC出席  内村君（10.9勝浦）、鈴木君（10.9富士
宮西）、森藤君・清君（10.10静岡第3分
区第3回会長幹事会）、服部君・金子君
（10.13沼津北）

欠席者（9名）
藤田君、髙地君、望月君、能見君、
鈴木君、寺田君、内村君、内山君、
山口君
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10月23日（金）
　補助金プロジェクト「未来の夢計画」贈呈式

配偶者誕生日　髙地　明子様（尚之君）、
　　　　　　東　　裕子様（宗徳君）
結婚記念日　渡辺　芳彦君、髙地　尚之君

10月30日（金）　裁量休会
11月6日（金）
　新会員イニシエーションスピーチ
 会　員　　三好　勝晴君

ゴルフ同好会一同…10月11日のゴルフコンペ12
名参加いただきありがとうございます。優勝者吉野
君おめでとうございます。
三　好君…杉山哲男先生、エージシュートおめで
とうございます。目の当たりにするのは初めてで、す
ばらしいです。次は實石君の70台ですが……。
森　藤君…杉山哲男先生エージシュートおめでとう
ございます。
清　君…あさっての日曜日に当校にて地域活性イ
ベントを行います。卓上に図 し々くもチラシを配布さ
せていただきました。よろしくお願いいたします。
杉　山君…先日の沼津ＲＣゴルフコンペで念願の
エージシュート、41.41のグロス82でした。これ
で満足せず、次は70台のエージシュートを目指す
つもりです。
吉　野君…沼津ＲＣゴルフコンペで優勝しました。
ありがとうございます。ご一緒した杉山哲男先生が
ご活躍され、皆さん優勝のことはお忘れのことと思
いますので、10/25 4ＲＣコンペで頑張ります。

１．例会変更のお知らせ
　富 士 宮 西…10/23（金）は10/26（月）夜間例会
　　　　　　　　　　　＠パテオン、富士宮ＲＣ
 （ホスト）の合同例会
　　　　　　　10/30（金）は夜間例会
　　　　　　　11/6（金）は裁量休会
　富　士　宮…10/26（月）は夜間例会
 ＠パテオン、2クラブ合同
２ ．10/10（土）静岡第3分区第3回会長幹事会
　⇒森藤会長・清幹事　2名出席。
３ ．10/11（日）沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ
　⇒12名参加。

　いよいよ平成28年1月からマイナンバーの運用が
開始されます。
　そろそろ各家庭にマイナンバーが記載された通
知カードが届く時期です。一生使う大切な番号です
ので、注意していただきたい点をご説明します。

１．個人が注意したい点
　① 通知カードは、住民票記載の住所地に簡易書
留で届きます。日中不在等で、受け取れなか
った場合は、必ず不在票の指示に従い、郵便
局で受け取るようにしてください。

　② 運用開始時のマイナンバーの利用目的は、
「税」、「社会保障」、「災害対策」の行政手続き
に限られます。それ以外へのマイナンバーの
提示は必要ありません。不用意に番号を漏らさ
ないように注意してください。

　③ 個人番号カードへの切り替えは任意です。手
続きする場合は顔写真を用意して申請してくだ
さい。申請の郵送は可能ですが、受け取りは
窓口に出向く必要があります。

２．事業主として注意したい点
　 　罰則付きのマイナンバー法が適用されます。管
理が悪い場合は、情報漏えいにかかわった本人
だけでなく、事業主にも罰則が適用されることが
あります。さらに社会的な信用問題や損害賠償に
まで発展する可能性があるので注意が必要です。
　（運用上注意したい点）

取得
するとき

マイナンバーは利用目的を明示し
て取得する。本人確認（番号確認
＋身元確認）を必ず行う

利用・提供
するとき

利用・提供は、税、社会保障、災
害対策に限定する

保管・廃棄
保管においては、コピーやデータ
ベースの作成は最低限にする。法
定保存期限が過ぎたら廃棄する。

　 　ガイドラインに基づく安全管理措置のポイント
は次のとおりです。
　●マイナンバーを取り扱う人を限定する
　●マイナンバー取扱いのルールを決める
　● マイナンバーを含む個人情報が外部に漏えい
しないよう対策を取る

　● マイナンバーの取扱いについて従業員に教育
する

　 　安全管理措置については、基本方針、取扱規
程、就業規則等に記載して、自社のマイナンバ
ー対策を周知してください。

財団プロジェクト リーダー　勝呂　　衛

　財団プロジェクトはＲ財団委員会、米山委員会
の両委員会で構成されています。この二つの委員
会は国際奉仕をはじめとする各支援活動の根幹とな
る委員会で、活動の資金源はすべて会員の寄付に
よるものです。会員数が減少しても活動内容に変化
はなく一人あたりの負担が増えるのは必然です。ご
理解をいただきご協力、ご支援をお願いいたします。
Ｒ財団　本年7月からの新しい特別月間は、社会
問題へ奉仕することが重点で、グローバル補助金
はこれらに投入されますので、長期的、持続的に見
守っていくことが必要です。また、過日、当クラブ
でも地区補助金を活用できるよう事業計画を提出い
たしました。ＲＣとビルゲイツ財団が長年取り組む
ポリオが全世界から完全に撲滅されるまであと少し
のところまで来ました。しかし、あと一歩が重要で
啓蒙することが必要です。毎日の買い物や公共料
金の支払いでＲ財団に貢献できる、年会費のかか
らないＲカードのＰＲ活動をしていきます。皆様の
ご理解とご協力をお願いします。
米　山　日本で学ぶ外国人留学生に対して奨学金
を支給する国際奨学事業が米山奨学会であります。
運営はこれも会員の寄付により成り立っています。
各会員に対し米山月間等で米山記念奨学事業への
理解を求め、運営のために地区目標であります年
間16,000円/人の寄付をお願いいたします。東米
山記念館運営委員とともに活動したいと思っており
ます。また、語学に堪能な会員が多数在籍している
当クラブとしては、世話クラブ、カウンセラー等を
引き受けるのも一考かと思います。

財団プロジェクト リーダー　勝呂　　衛

マイナンバー制度について
 会　員　　大村　愛美君

第1回クラブ協議会⑤

卓話
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