2018. 8.27 No.2285 No.7

皆さん、こんにちは。
異常気象に台風、台風が来ればフェーン現象で高温と、過ごし辛い日々が続い
ています。
本日はゲストスピーカーとして三条警察署 生活安全課係長 新井田亮様にお越
しいただいております。「市民生活に身近なインターネット犯罪やサイバー犯罪
等の予防策」など知能犯から身を守る術をお話しして下さるものと思います。
また、第４分区ガバナー補佐で分水ＲＣの久住勲夫様がおいで下さいました。
ご指導の程、よろしくお願いいたします。お二方とも、どうぞごゆっくりとお過
ごし下さい。
さて、久住Ｇ補佐の所属される分水ＲＣの名称は、旧分水町である地名から来
ています。分水町の地名は言うまでもなく「大河津分水」に由来しています。
その大河津分水が通水した日が 96 年前の 8 月 25 日でした。あと 4 年で通水
100 年となります。
小学校の学校教育では郷土である新潟県のことを学ぶ機会があり、皆さんも一
度は大河津分水のことを教わっています。三条からは近いうえに桜の名所でもあ
りますから、見る機会も多かったと思います。
新潟県には、大きな分水路が 2 つあります。大河津分水と関屋分水です。
関屋分水は下越地方を水害から守る分水です。平成 16 年 7 月の豪雨の際に威
出ヴ席
先々週の出席率
ィ ジ率タ ー 力を発揮しました。関屋分水は、信濃川の河口から 10km ほど上流の平島（黒埼
出 席 率
の新潟寄り）から関屋地区を抜け日本海に至る全長 1.8ｋｍの分水路、1965 年
(昭和 40)年に着工、7 年後の 1972 年（昭和 47 年）に完成し通水しました。
着工が東京オリンピックの翌年でしたからショベルカーやブルドーザなどの土
木建設機械が活躍しています。私は中学生の頃、偶然工事を見た記憶が残ってい
ます。関屋から青山にかけての砂丘地帯を当時目にしたことのない、とてつもな
く大きく、道路を走れるサイズではない工作車やダンプを、現場で組み立て使っ
ていました。橋や越後線、新潟電鉄の鉄橋建設も、通水前に作れるので８本くら
いを同時に作っていました。
それに比べ大河津分水の工事は時代も異なり大変だったことでしょう。
江戸時代から明治時代にかけての 300 年の間に新潟平野を流れる信濃川や中之
口川では 100 回を超える水害が発生しています。
当時から大河津分水を作れば水害は減ると考えられ、100 人を超える人々が、私

財を投じて、江戸幕府や明治政府に請願してきました。多くの請願者の献身的な建設運動に加え、明治 29（1896）
年の横田切れと呼ばれる大きな水害がきっかけとなり、明治 40（1907）年に建設が決まり、明治 42（1909）
年から本格的な工事が始まりました。
しかし、10km におよぶ掘削は簡単ではなく、掘削したところが地滑りで埋まったり、風土病のツツガムシ病
に悩まされたり、冬季の風雪に苦しめられるなど、工事は困難を極めました。この難局を乗り越えたのが、延べ
1,000 万人の作業従事者の力でした。当時の大型の建設機械は、イギリスやドイツから輸入された、蒸気を利用
した機械で移動にはレールを敷いていました。当時の最新鋭であっても今の機械とは比べものにならない作業効
率であったでしょうから、それだけ人力の力の大きかったことが、容易に想像できます。
工事は建設の決定から 16 年の歳月を経て大正 11（1922）年 8 月 25 日に通水し、これにより信濃川の水害
は激減しています。田畑は分水によって排水性が良くなり、土地改良が進み越後平野は日本を代表する穀倉地帯に
なりました。
昨今、全国各地で、大きな河川災害が頻発しています。
「もし大河津分水が無かったら」と思うと、実現に奮闘
した先人たちの想いと成し遂げた工事関係者の御苦労に感謝の気持ちを持たない訳にはいきません。
会長挨拶を終わります。ありがとうございました。
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ガバナー補佐 第 1 回訪問
第四分区ガバナー補佐

久住 勲夫 様（分水ＲＣ）

第四分区ガバナー補佐、分水ロータリークラブの久住です。分水ＲＣには 3 人久住
がおりますが、その中で一番若い久住です。本日は第 1 回訪問としてお邪魔させてい
ただきました。
ガバナー補佐として皆様にお伝えしなければならない大切なこととして
1. 川瀬康裕ガバナーの健康が優れず、6 月 22 日にご本により診断書とともに 7 月
1 日より 10 月 5 日までの休養届けが提出されました。
その対処について、6 月 30 日に地区諮問委員会が急遽開催され、休養届けを承
認。新保直前ガバナーがその間、副ガバナーとして任に付かれ、臨時ガバナーとし
て、田中政春パストガバナー、渡辺敏彦パストガバナーが新保副ガバナーの補佐に
当たる。
従って、その間のガバナー公式訪問は、パストガバナーが行ない、その際に関川博地区幹事が同行することが
決定されました。
2. 川瀬ガバナーは、バリー・ラシンＲＩ会長の「インスピレーションになろう」のテーマのもと、ロータリーの
奉仕は人々の人生、地域社会を変えるもので、自分の役割、世界におけるロータリーの役割をソーシャルメデ
ィアを活用して、世界の貧しい人達がより良い生活ができるよう奉仕をしていきたいと、ＲＩ会長の考えのも
と行動していきたいと、考えておられます。
3. 川瀬ガバナーの運営方針（テーマ）は「自らのロータリーストーリーを作りましょう」
『ロータリーの目的』
の確認、
『奉仕の理想』
、
『四つのテスト』はロータリーの哲学であるとされ、人道的奉仕の重点化に、認知症
に優しい社会と、認知症予防のできる街づくりについて学び、クラブのアイディアづくりを支援する、を掲げ
ておられます。
認知症患者に対してロータリーとして何ができるのかをロータリアンとして考えていきたい。例えば、
「ロー
タリアンは認知症サポート養成員（オレンジリング運動）」として、認知症講座を受講し、認知症に対する正
しい知識と理解を持ち、認知症支援の輪を拡げる運動を展開、家族、事業所を巻き込んだ運動にしたいと、誤
解や偏見をいかにして克服していけるか、優しい街づくりを模索してゆきたいと願っておられます。
私も川瀬ガバナーの運営方針に沿って、クラブと地域が一体となって活動していきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

永桶

俊一 幹事

地区事務所、ガバナー事務所より
① 「奉仕プロジェクト委員会セミナー」開催のご案内
［日 時］
2018 年 10 月 ６日（土）13：30～16：30
［会 場］
燕三条地場産業振興センター リサーチコア７Ｆ
［出席義務者］
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕 各委員長
※ 平松職業奉仕委員長、松﨑社会奉仕委員長、星野国際奉仕委員長出席予定

② 同セミナー運営スタッフ応援協力のお願い
［日 時］
2018 年 10 月 ６日（土）12：00～16：30
［会 場］
燕三条地場産業振興センター リサーチコア７Ｆ
［要請人員］
2名
※ 名古屋豊、吉沢栄一社会奉仕委員 応援スタッフとして出席予定

ガバナー補佐 2560地区第四分区ガバナー補佐の久住
久 住 様 です。今後ともよろしくお願いいたします。
田 代 君

永 桶 君

三条警察署 生活安全課係長 新井田様
本日の卓話、よろしくお願いいたします。
また、第四分区ガバナー補佐の 久住 様
ようこそいらっしゃいました。
ご指導よろしくお願いします。
今週は雨模様です。 雨が降ったり、蒸し
暑かったりで、皆さん 体調管理にお気を
つけ下さい。

8 月 27 日
￥8,000
今年度累計 ￥101,000

佐藤君、銅冶君、野崎君
桑原 さん

ＢＯＸに協力いたします。
ＢＯＸご協力ありがとうございました。
ご協力ありがとうございました。

「市民生活に身近なインターネット犯罪や
サイバー犯罪等の予防策」
三条警察署 生活安全課
係長 新井田 亮 様

ランサムウェア？身代金要求ウィルス
パソコンに保存されている特定のファイ
ルを勝手に暗号化処理を行い、読みとれない
状態にしてしまう不正プログラムで、ファイ
ルを暗号化した後にそのファイルの復元と
引き換えに金銭を要求するような文面が表
示される！

ランサムウェア？身代金要求ウィルス
ビットコインという電子マネーでの支払いを
要求されるが、支払ってもファイルが復元される
保証は無い！

感染原因は・・・

不審なメールの添付ファイルを開いた
不審なメールに書かれたＵＲＬをクリックした
改ざんされたサイトや不正広告を閲覧した

ランサムウェア？
身代金要求ウィルス

標的型攻撃メール

重要なファイルは定期的に
バックアップして隔離

遠隔操作ウィルスに感染し、あらたなウィ
ルスの感染、組織システム内へのウィルス拡
散、情報収集、機密情報（マイナンバーなど）
の外部への漏えい、システムの破壊といった
大きな被害へ発展することになる。

メールなどの添付ファイルやＵＲＬに注意

標的にされると何通もウィルスメールが届く

ＯＳやソフトウェアを常に最新の状態に

メールの添付ファイルやＵＲＬから感染

ウィルス対策ソフトを常に最新の状態に

メールの添付ファイルやＵＲＬから感染

標的型攻撃メール
【例】どんなメールがあるの？

新聞社や出版社からの取材申込や講演依頼

偽サイトによる詐欺被害
サギ被害標的型攻撃メー
実在するネットショッピングサイトを模
倣したり、
ル 連絡先等を偽ったサイトで商品を

注文し、商品が届かず返金されないという被
害が多発！

就職活動に関する問合せや履歴書送付
製品やサービスに関する問合せ、クレーム
荷物の配達通知
【例】サイバー脅威対策協議会の HP でシュミレーションがで
きます。（http://www.cyber.niigata.jp/html/useful.html）

偽サイトによる詐欺被害対策
連絡先があいまいではないですか？

価格が極端に安くないですか？
振込口座は店の名義ですか？クレジット使用は？

不自然な日本語標記ではありませんか？
これらのチェック項目に該当する場合や
正規サイトか疑わしい場合は利用を控えましょう。

防犯カメラの映像が世界中に公開？
防犯カメラ映像配信サイト「Insecan」が、
パスワード設定などのセキュリティ対策が
されていない誰でも閲覧できるカメラ映像
をまとめて世界中に公開している。

インターネットでカメラ
映像が誰でも閲覧可能
カメラを初期設定のまま
使用しているケース
カメラを初期設定のまま
使用しているケース

ま と

ネット関連の機器は
必ずパスワードを設
定するなどのセキュ
リティ対策を

実在する会社名、所在地等を
記載している
激安・・・代金を振込み後、
連絡が取れなくなる

偽ウィルス感染詐欺？
実際にはウィルス感染していないにもか
かわらず、「感染しました！」「検出しまし
た！」などと画面に表示、連絡させ、ウィル
ス駆除名目などでお金を請求する。

個人情報やパスワードなどは入力しない
付
お金は払わない クレジット番号もダメ
連絡しない

架空（不当）請求メール

アダルトサイト不当請求！
アダルトサイトの請求画面と表
示とともに、スマホのシャッター
音がなる！

「写真をとられてしまった・・・」

実際はシャッター音だけで
写真は撮られていない

め

その 1 OS やソフトウェアを常に最新の状態に
※Windows、InternetExplorer、Flashplayer、Java、ウィルス対策ソフトなど

その２ ID・パスワードの管理は厳重に

その３ 不審なメールは開かない

その４ 初期設定のまま使わない

その５ セキュリティ意識を高める

講師プロフィール
新井田 亮様

昭和 49 年 10 月生

新潟高校、筑波大学卒業後、新潟県警警察
学校入校。
卒業後は地域課を経て、県警本部にてハイ
テク犯罪を取り締まる全国を飛び回るサ
イバー捜査官となる。
現在は、三条警察署生活安全課にて地域の
安全を守る。

My Rotary へ
登録を・・・
My ROTARY のアカウント登録方法に関しましては、
地区ホームページ ⇒ ロータリアンの方へ ⇒ その他
（報告書・申請書ダウンロード）⇒ My ROTARY ア
カウントについて…という道順で、本アカウント登録

マニュアルのダウンロードと登録ページへのジャン
プが出来ますので、お試しください。

◆

会員誕生

13 日
18 日

広岡豊樹君
銅冶康之君

14 日

阿部隆樹君

◆

夫人誕生

4日
12 日
19 日
27 日

松﨑恵（孝史）さん
佐々木朋子（常行）さん
銅冶なをみ（康之）さん
齋藤千代子（嘉一）さん

5日
19 日
25 日

佐藤千枝（秀夫）さん
金井桂太（佐也子）さん
木村久美子（譲）さん

◆

結婚記念

23 日

星野健司君・敏江さん

＊おめでとうございます＊

答えと解説

ところで「24」って？

先週の答えは

「24」

ロータリー徽章の原型は 1905 年シカゴ・ロータリークラブ会員で彫刻家のモンタ
ーギューＭ．ベアがデザインした車輪。当時は各クラブでその車輪に工夫を加えて使っ
ていましたが、1912 年のドルース（米国）の連合大会で、ロータリー全体で共通する
歯車の徽章が制定されました。ところが、専門家からこの歯車は技術的に不完全であり
このままでは動かないとの指摘があり、新たなデザインが 1920 年に正式に採用され
ました。これ以降歯車の数は「２４」に。今週の答えです。
しかし、このデザインの歯車には車輪からの力を伝える楔穴がなく歯車は動くことが
できないとして付け加え、2013 年には歯車の色をゴールド一色とし左側に Rotary の
文字が加えて公式ロゴと呼ぶようになりました。そして今日も変わることなく回転し続
けています。

(1969 年発行小冊子
『ロータリーの徽章』より)
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