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ゲスト卓話＝「経済と地域社会の発展について」
鹿児島国際大学 菊池 裕幸様
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経済と地域社会の発展月間

10月 米山月間

昨日、９月 27 日は「中秋の名月」で、今日はスーパームー
９月の特別強調月間「基本的教育と識字率
ン。満月の内で一番大きく見えるお月さまを「スーパー
向上」が今週で終わりますが、ポリオ同様、
ムーン」と呼び今夜の月がそれにあたるそうです。まさに
日本には非識字率の人はいないので身近に感
「月月に 月見る月は多けれど 月見る月は この月の月」。
じられない。実感がわかない。そこで「MY,
ここでロマンチックなムードに感じる詩歌を紹介します。
ROTARYのラーニングセンター」にある資
中原中也の詩（湖上より）
料からその活動を紹介いたします。３月31日
「ポッカリ月が出ましたら、舟を浮かべて出かけましょう。
に新横浜ＲＣからアフリカ共和国のケープタ
波はヒタヒタ打つでしょう。風も少しはあるでしょう。
ウンＲＣに181万400円寄付されました。南アフリカ学習支
月は聴き耳立てるでしょう、すこしは降りても来るでしょう、
援プロジェクトへの寄付です。このプロジェクトは一人家
われら接唇するときに月は頭上にあるでしょう。」
庭、又は両親が失業中で学校に通えない貧しい子供たちに
なんとも言えないムードのある詩であります。今夜は是非
資金提供するもので、今回の寄付で120人の子供が１年間
学校に通えるようになりました。ケープタウンＲＣからは、 奥様、旦那様と肩組みながらスーパームーンを眺めていた
だきたい。
「2590地区の皆様から寄付をいただきこれ以上心温まるも
ここで接唇の話がありましたので…、
のはありません。教育とは子供たちに希望を持たせ、生き
世界の英知が集まることで知られる超名門、米ハーバー
ていくためにより良いチャンスを与えることができる、な
ド大学。８人の米大統領、70人を超えるノーベル賞受賞者
くてはならない必需品です。皆様の素晴らしいサポートに
を輩出した大学ですが、進取と自由を尊ぶ気風と、知性の
感謝の言葉が見つかりません。
」と御礼の手紙を頂いたと
多様性はどこにも負けないと言われているそうです。
の報告です。
新聞等の報道記事から紹介しますと、大学では毎年九月
朝の早朝散歩でみられる風景はすっかり初秋の気配を感
「イグ・ノーベル賞」の授賞式を行うそうです。ノーベル
じます。赤や黄色の彼岸花が咲き乱れ、ススキが揺れて少
賞にあやかり「人を笑わせ、考えさせる業績に贈られる
し肌寒さも感じます。
賞」受賞理由だけで笑わせる賞なんです。人を笑わせる研
私の好きな「山上憶良の詩歌」を初秋にちなみ詠みたい
究を称える医学賞を今年は日本人の大阪府にあるクリニッ
と思います。
ク院長木俣 肇医師が受賞されました。
「秋の野に 咲きたる花を指折り かき数ふれば 七種の花」
木俣クリニックはアレルギー科を専門とするクリニック。
ここに出てくる七種の花とはハギ、キキョウ、クズ、フジ
研究対象となった論文はアトピー性皮膚炎、アレルギー性
バカマ、オミナエシ、オバナ、ナデシコ。秋の七草は一斉に
鼻炎を患う患者数十人に恋人や配偶者と30分間キスをして
咲くのではなく秋の深まりと共に開花してゆくそうです。
もらったその結果キスする前と比べダニやスギ花粉に対す
秋の七草の中には薬効を持っているものもあり、キキョ
る皮膚のアレルギー反応が大幅に抑えられたという。
ウは喉に効く生薬になります。クズは漢方薬の葛根でおな
木俣医師の研究内容を知った英国の男性からは「恋人と
じみですよね。又、フジバカマは別名香水蘭、蘭草とも呼
30分間キスして花粉症はよくなったけど舌と唇が少ししび
び昔の貴族たちはいい匂い、香りのすることからフジバカ
れた。
」との報告あったというエピソードを紹介。会場は
マを湯に入れたり衣服や髪につけていたそうです。植物の
爆笑に包まれたそうです。以上
力を健康や美容に活かしていたわけです。
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■ 中間 貴志「新入会員自己紹介」
８月10日にバッジをいただきました、新入
会員の中間貴志です。昭和48年生まれ。12月
で42歳になります。弁護士歴は12月でやっと
５年になります。
出身は、宮崎県都城市です。宮崎県立都
城泉ヶ丘高校を卒業後、中央大学法
学部に進みました。卒業後４年間司
前回例会出席率
法試験浪人、続く４年間サラリーマ
80.00%
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

ンをした後、鹿児島大学法科大学院に入学のため平成16年
に鹿児島に来て11年経ちました。妻とは鹿児島で知り合い、
大学院卒業後の司法試験受験中に結婚し、妻に食べさせて
もらいながら３回目の受験で幸い合格できました。いまだ
に嫁には頭が上がりません。２歳の長男と10か月の長女と
４人暮らしで、子育てと仕事に奮闘しております。
今回、宮嶋文昭さんにお声かけいただき、鹿児島中央
ロータリークラブの会員に迎えていただきました。大変名
誉なことで、本当にありがたく思います。先輩の皆様と親
交を深めつつ、楽しく社会貢献していきたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
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（希望者に交付、初回の発行手数料は無料、有効
期限（10 年、５年）あり）
○ 平成 28 年１月以降に交付…以下の物を持参して市
区町村の窓口へ
① 「通知カード」
② 申請後に届く「交付通知書（ハガキ）
」
③ 本人確認書類（運転免許証等）
＊住民基本台帳カードを保有している場合は、要返却

話

■ 小福田 博「マイナンバー制度への対応」
＜事業者のためのマイナンバー対策＞
１ マイナンバーの基礎知識
⑴ マイナンバー（個人番号）制度と利
用範囲
○ 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」
（平成 25 年５月 31 日 法律第 27 号）
に基づく社会
保障・税番号制度
○ 社 会 保 障（年 金・労 働・医 療・福 祉）
、税、災 害
対策の３分野において
行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正
な社会の実現のために使用
⑵ 「通知カード」の送付
○ 10 月５日時点で住民票のある人全員に、その住所
に簡易書留で送付
（転送なし）
マイナンバーは、
原則として、 一生にわたり同一
番号
（番号の漏えいによる不正使用の恐れがある場合
は申請または職権により変更可能）
○ 送付される簡易書留の中身
① マイナンバーの「通知カード」
（個人番号、氏名、
住所、生年月日、性別）
② 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
③ マイナンバーについての説明書類
⑶ 「個人番号カード」の取得方法と交付
○ 表面：氏名､ 住所､ 生年月日､ 性別､（基本４情報）
及び顔写真
裏面：個人番号等が記載された、
ＩＣチップ搭載
のプラスチックカード
○ 申請書に署名または押印して顔写真を添付し、返
信用封筒で投函
スマートフォン等で顔写真を撮影した場合は、オ
ンラインで申請

２ マイナンバー制度への実務対応
⑴ 実務担当者必見の参考資料
○ 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン
（事業者編）
」
（平成 26 年 12 月 11 日 特定個人情報保護委員会）
○ 「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイド
ライン
（事業者編）
」
及び
「
（別冊）
金融業務における特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン」
に関するＱ＆Ａ
（同上、
平成 27 年４月17日、
平成 27 年８月６日更新）
○ よくある質問
（ＦＡＱ）
（内閣官房ＨＰ）
国税分野におけるＦＡＱ
（国税庁ＨＰ）
⑵ 用語の定義
○ 個人情報、特定個人情報
○ 個人番号利用事務、個人番号利用事務実施者
○ 個人番号関係事務、個人番号関係事務実施者
⑶ 特定個人情報の保護措置
① 特定個人情報の利用制限
② 特定個人情報の安全管理措置等
○ 組織的安全管理措置
…事務取扱担当者及び責任者の明確化等
○ 物理的安全管理措置
…特定個人情報を取り扱う区域の管理等
○ 技術的安全管理措置
…情報システムの管理等
○ 人的安全管理措置
…事務取扱担当者の監督・教育
③ 特定個人情報の提供制限等
館に行った時、前年度の受賞者が鹿児島の赤崎さんと云う事で私も
鹿児島から来ましたと云ったら拍手をあびました。
●本坊 修君／志賀啓一様の御入会を心からお喜び申し上げます。
●石﨑 信一郎君／思いがけないプレゼントを頂き、有難うござい
ます。これからも、夫婦共々、ロータリーの会員の名に恥じないよ
う、敬天愛人の気持ちと、世界のプレゼントになろうの気持ちを持
ち、頑張って参ります。

●海江田 順三郎君／先々週、中国長沙市で開催された国際食品展
覧会に、鹿児島の出店業者に同伴して参加いたしました。13ヶ国から
の出店の内、日本からは鹿児島だけでしたので熱烈歓迎を受けました。
●海江田 順三郎君／当クラブ初代幹事、22代会長を務められた故
志賀達一氏のご長男、志賀啓一氏の入会を心より歓迎いたします。
●椨 茂吉君／北欧に行ってきました。ノルウェーのノーベル博物

9月28日のスマイル 小計 11,000円 2015～2016年度 累計 214,108円

第 １７８５回例会記録 ９月

Ｒソング：
「我等の生業」
職業宣言唱和
ゲスト紹介：ベストフレンド＝
学校法人志學館学園理事長 志賀 啓一 様
食事：
「百万ドル食事」
会長挨拶：会長 宇都 和治君
会務報告：幹事 深野木 信君
１）本日の配布
２）掲示板
３）10 月 ロータリーレート 1 ドル＝120 円（現行 124 円）
４）本日 RT 18：00～ 古宮庵 担当：出席委員会⇒８名
28
５）本日創立 40 周年実行委員会準備委員会開催
例会終了後～ 例会場
６）9/30（水）RAC 例会「鹿児島市内 RAC 合同例会」
指名出席者なし

７）次週 10/5（月）例会プログラム
ゲスト卓話＝「経済と地域社会の発展について」
鹿児島国際大学 菊池 裕幸様
入会式＝加島 繁君
定例理事会：例会終了後 開聞
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：
「新入会員自己紹介」 中間 貴志君
「マイナンバー制度への対応」 小福田 博君

次 回 例 会

平成27年10月19日（月）

日（ 月 ）

東RCとの合同例会
出席報告
第1785回例会
前々回（9月7日）の補正

会員数
57名
57名

18：30～
出席数
44名
39名

山形屋
出席率
80.00%
73.58%

