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2018-2019 年度
国際ロータリー会長／ バリー・ラシン
２６９０地区ガバナー／ 末長 範彦
■■■ 例会プログラム ■■■
卓 話 者
例会日
1 月 17 日 会員 田中久・福田
1 月 24 日 鹿島神社
1 月 31 日 休 会
2 月 7 日 米山奨学生 テイドルナ様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
43
31
12 (4)

出席率
79.49 %

演 題
年男の抱負
職場訪問例会

前々回補正出席率

―

%

■■■ 欠席者 ■■■
内田／黒田／高砂／大島淳／三好／大谷良／原伸／園山
（山根／牧野／遠藤／大谷厚）
■■■ 来訪者 ■■■
土井豆 G 補佐(出雲南)
■■■ メークアップ ■■■
な し
************************************************************

■■■
（
（
■■■

次回例会受付当番 ■■■
1 月 24 日） 田中久雄／原 孝士／原 泰久
2 月 7 日） 原 伸雄／日野寿明／堀江卓男
近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■

月 出雲中央
火 出雲
水 大社 1/23
木
(－) ； ビジター受付 なし
金 出雲南 1/18

松江南 1/28
松江しんじ湖 1/29
松江 1/30
松江東 1/31

URL9：00
： http：//hirata-rotary.jp/
Mail休局）
：
～ 17：00 （土・日曜・祝祭日
office@hirata rotary jp
会長／ 小汀 泰之
副会長／ 持田 稔樹
幹事／ 來間 久
会 計／ 黒田 昌弘

ドは、使用停止とする手続きとること、そして、不正利用２件について調査依
頼を出し、支払は留保する旨連絡を受けました。
事の発端は、PayPay の利用の拡大を図るため、昨年 12/4 から始めた
「100 億円還元キャンペーン」で、抽選で 20%キャッシュバックするというもので
した。その際、クレジットカードの裏に記載してある「セキュリティコード」の入力
回数を制限なしにしていたそうです。何らかの原因で私のカード番号が漏れ、
セキュリティコードをプログラムによりチャレンジすれば、いつかは合致すること
になります。たまたまそれが私になった。
まさか私が、クレジットの不正利用のとばっちりを受けるとは思いもしません
でした。全国で起こった PayPay で登録したカードの不正利用数十件の中に
私が入るとは･･････。それは、PayPay を利用しているいないにかかわらず、
このクレジット社会の中で誰もが遭遇する危険にさらされている、あなたのク
レジットカードでも不正利用の可能性があることを示していました。
まず、ご自分のクレジットカードの請求内容を確認しましょう。身に覚えのな
いものがあったら速やかにカード会社へ連絡しましょう。
ちなみに PayPay は事件後の 12/18 カード情報の入力回数に制限を設け、
12/21 には利用上限を 5 万円に変更しています。
■■■ 幹事報告 ■■■
1．万田の郷・るんびにぃ苑様より 歳末募金寄付のお礼状を頂きました。
2．次週 1/17 (木) 5ＲＣ会長・幹事会を当クラブホストで開催致します。
3．浜田RCより創立６０周年記念式典出席のお礼状をいただきました。

＜45 周年実行委員会報告＞

45 周年実行委員長 持田 稔樹
昨年から準備してまいりました「平田ロータリークラブ 創立４５周年記念特
別例会」の報告を致します
５の付く周年は、記念のイベントの出し物をして例会の懇親会に入りますが、
■■■ 会長挨拶 ■■■
今回は少し変えて、私たちの地域を守るために、子どもたちに目を向けた
皆さんこんにちは。今日はクレジットカードについてのお話をしたいと思います。
「職業奉仕」をしなければと考えました。実行委員会では、「人づくり」に繋が
実は、１月７日、家内から「お父さん、12/11 ビックカメラで何を買ったの？２
る為の DVD 制作を考え、大島卓爾会員、恒松克己会員にも入って頂きメ
件で３５万円が引き落とされる予定になっているけど」とびっくりして問い合わ
ンバーを８名としました。
せてきました。私の VISA 請求書に、それが記載されているではありませんか。
このまま少子化が進み人口が減少すれば、この地域で私たちの仕事も無
ビックカメラは、都会にしかないし、ネットで買い物した覚えもありません。それ
くなるし、ロータリークラブもその存在が危うくなることも考えられます。平田高
も引き落としは、１月１０日。請求書の記載は「ペイペイ ビックカメラ」となっ
校が地域に目を向けた授業を始めたのを機会に、ロータリークラブも「奉仕プ
ています。「ペイペイ」、何か TV で報道していたような･･･頭をかすめました。
ロジェクト」として「職業奉仕」あるいは「青少年奉仕」を活用して応援してい
「PayPay：ペイペイ」とは、ソフトバンクと Yahoo が設立したクレジットの合同
きたいと考えます。具体的なことは、今後詰めていかなければなりませんが、
決済サービスの会社です。
高校での「出前授業」などを企画し、この地域での「職業」や「起業」を語る
すぐに「ごうぎん VISA」へ連絡し対処方法を聞きました。PayPay の連絡窓
ことで、「人づくり」を考えたいと思います。
口を教えてもらい、不正利用だと分かれば、支払を止めますとのことでした。
周年事業まで後３５日となりました、皆様のご協力を宜しくお願いします。
PayPay：「会員登録をしていますか？」
＜実行委員＞
私：「何それ？どうやって登録するのか？」
委員長 持田稔樹、副実行委員長 清原正幸
PayPay：「携帯番号が会員登録番号になります」
委員 大島卓爾、恒松克己、小汀泰之、來間 久、杉原朋之、釜屋治男
私：「登録した覚えがないけど、したかもしれないし･･････、確認してください」
PayPay：「会員番号はありません。お客様の被害については、全額責任を
■■■ 理事会決定事項 ■■■
持って補償します」
１．ＩＭ登録料について
私：「けど、引き落とし日にはそれが決済されるけど･････」
従来通り第 4 グループ内での開催は全員登録（7,000 円） 決定
PayPay：「お客様の被害については、全額責任を持って補償します」
２．45 周年記念例会登録料について
この繰り返しでした。
10,000 円/人 決定
ごうぎん VISA へ再度連絡し、指示を受けました。この番号のクレジットカー
DVD 制作にあたり別途積立より 200,000 円拠出 決定

土井豆ガバナー補佐様

ご挨拶

■■■ 委員会報告 ■■■
情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友 1 月の紹介
職業奉仕委員会 ： 次週職場訪問例会(武志町 鹿島神社)について

さて、いのししは弥生時代の埴輪にみられるが、神に供える「より代」でなく
もっぱら食料であった様だ。戦国時代のいのししは大地をけってひた走る、猪
突猛進、勇猛果敢の姿で雄雄しくめでたい姿で武士のシンボルとなった。
■■■ スマイル ■■■
83 歳ともなれば、いわゆる生産性のある抱負は皆無に等しく、足元に気をつ
土井豆 G 補佐・原田 I M 実行委員長
ける、車は超安全運転、食事も酒も腹七分。陸上競技では第 4 コーナーを
（３月１０日開催の I M、よろしくお願い致します。)
回りゴールのテープが目前に迫る老体である。
小汀 （土井豆ガバナー補佐様、本日はようこそお出かけ下さいました。
しかし、家族に迷惑をかけてはならぬ。静かに余生を送りたい。
よろしくお願い致します。）
この頃特に前途ある話題も行動力も思考力も欠けてきた。大声で叫んでも
來間 (新年例会を欠席いたしました。失礼しました。 改めまして「あけまし 長屋のオジジの犬の遠吠えに等しい。
ておめでとうございます」あと半年ですがよろしくお願いします。
今日まで私は殆んど病気らしい病気をしなかった。神仏のご加護と先祖と家
尚 本日、5 クラブ会長・幹事会が平田で行われます。)
族に感謝の一言につきる。
河原 (長い間欠席しておりました。おかげ様で元の体に治りました。平田ロ 余命いくばくもない。平成 31 年つれづれ正月。
ータリーからお見舞いをいただきありがとうございました。)
田中久 (河原治子会員、久々の例会出席うれしく思います。)
槇野 （土井豆ガバナー補佐のご来訪を歓迎申し上げます。）
佐々木 (土井豆ガバナー補佐様、例会へお出かけありがとうございます。
引き続きよろしくお願い致します。)
持田稔 （土井豆ガバナー補佐様ようこそ。本日はよろしくお願いします。
代理副 SAA 清原さん、ありがとうございます。）
清原 (土井豆ガバナー補佐様ようこそ。河原治子会員退院おめでとうござ
います。半年間よろしくお願いします。)
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

年男の抱負
会員

田中 久雄 (昭和 10 年生)

よる年にふり返る事のみ多かりき、私は昭和１０年生まれの年男、齢 83
歳の老体である。
除夜の鐘を遠くに聞きながら、長男 浩史と孫と宇美神社と菩提寺 法恩寺
に初詣した。私は 75 年間欠かした事はない。
家内安全、無病息災を祈り家族揃って年越しそばと清酒を頂く。
一年の計は元旦にありだが 83 歳ともなると「正月や冥途のたびの一里塚 う
れしくもありうれしくもなし」そして「うれしさも中くらいなりおらが春」偽らざる心
境である。

会員

福田 磨寿穂 (昭和 22 年生)

