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幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

2021-22 年度副幹事

4 月 23 日「創立 60 周年記念式典」
、16 日
「記念事業」をひかえお忙しいところ、二
本松 RC 鈴木会長、内藤副会長が来訪され
ております。
スポンサークラブとして、その創立されるにあたり、お
手伝いさせていただきましたことを大変光栄に存じます。
これからも県北第一分区の仲間として協力しながら活動
していければと思います。
本日は、臨時総会を開催いたします。昨年 12 月 2 日の
年次総会において 2022-23 年度の役員理事候補者を承認い
ただきましたが、退会等に伴い変更が生じましたので、ク
ラブ細則第 3 条に則り、4 月 7 日開催の理事会において欠
員補填の承認をいただきました。本日は、2 名の理事候補
者を承認いただきたいと思います。
例会では、ゲストスピーカーとして福島県警察本部児
嶋本部長様をお呼びし、今大きな問題となっている経済
安保についてのお話を拝聴いたします。
福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/

本日のプログラム

ゲストスピーチ

ソングリーダー 渡邊又夫 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
児嶋洋平 様

二本松ロータリークラブ
会長
鈴木安一 様
副会長 内藤哲太郎 様

渡辺

泰子

●次週、4/21（木）の例会は 18：30 より
観桜夜間例会となりますのでお知らせい
たします。
● 4/10（日）に開催されました県北第一分
区パークゴルフ大会は、箱岩会員が 5 位
入賞となり、福島 RC は団体優勝に輝きました。詳細は会
報にてお知らせいたします。
● 4/16（土）県北第一分区親善ゴルフ大会が開催されます。
当クラブより古俣会員、八巻会員、箱岩会員、加納会員、
小林会員、佐藤英典会員、加藤裕司会員、岡田新也会員、
吉田会員、八代会員、荻野会員、村山会員の 12 名が参加
いたします。
● 4/16（土）開催の社会奉仕・国際奉仕合同セミナーは
Zoom 開催に変更となりました。
● 4/23（土）二本松 RC 創立 60 周年記念式典が開催されま
す。当クラブより阿久津 PG、右近 GN、坪井会長、相良会
長エレクト、吉田次期幹事が出席されます。
● 4/24（日）喜多方 RC 所属で RI 第 2530 地区パストガバ
ナーでいらっしゃった佐原元様のお別れ会が執り行われ
ます。日時は 4/24（日）午後 2 時より喜多方プラザ文化セ
ンター大ホールとなっておりますのでお知らせ申し上げ
ます。
● 4 月ロータリーレートは 1 ドル 122 円となりますのでお
知らせいたします。

紹介者 森岡幸江 会員

経済安全保障の意義と対策

ロータリーソング「我らの生業」

福島県警察本部 本部長

2021-22 年度
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第28 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

福島県警察本部 本部長

児嶋洋平

様

入会式
東北電力㈱執行役員
福島支店長 日下部 達 様
（紹介者 丹治正博 会員）
みずほ銀行
福島支店長 村山成也 様
（紹介者 渡辺健寿 会員）

臨時総会
各委員会報告

■公共イメージ委員会
「友」4 月号紹介

鈴木勇人 委員

■例会小委員会
ニコニコ BOX担当

箱岩 偉 委員長
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本日のプ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ
福島県警察本部

本部長

児嶋  洋平 様

経済安全保障の意義と対策
ただいまご紹介にあずかりました福島県警察本部長の
児嶋洋平と申します。本日は、福島ロータリークラブの例
会でお話しする貴重な機会をいただき、誠にありがとう
ございます。これから、
「経済安全保障の意義と対策」と
題して、お話申し上げますので、よろしくお願いします。
【経済安全保障とは】
そもそも「安全保障」という言葉ですが、明確な定義が
ありません。私が調べた中では、平成 25 年に国家安全保
障会議・閣議で決定された「国家安全保障戦略」の中にあ
る「我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするこ
と」というフレーズが、世間的な理解に最も近いと思いま
す。一般には、
「安全保障」は、軍事と外交により、自国が
攻撃、ひいては侵略を受ける危険を遠ざけること、仮に攻
撃されればそれを排除することだと理解されています。
そこで、日本では、従来より、防衛力の強化、また同盟
関係の強化などに努めてきたわけですが、加えて、外国の
軍事的な脅威を増加させない観点から、
「兵器に転用され
る可能性が特に高い貨物・技術」に限定して外国への輸
出等を規制してきました。
ところが、近年の国際情勢の変化として、第一に、AI
や量子コンピュータの実用化が進んだために、それらを
活用するサイバー攻撃が予測されるなど、デジタル技術
の進展が各国の安全保障を直接左右するようになりまし
た。第二に、経済的な手段により自国の意向を他国に強制
できる環境を整備し、もって自国に有利な形で既存の国
際秩序を積極的に作り替えようとする国が出現しました。
これらの結果、外為法の規制の対象外である「デジタル
技術」
、あるいは「兵器転用技術以外の先端技術」が外国
に流出した場合においても、国民生活や経済活動の直接
的なリスクになることが顕在化してきております。
そのような国際情勢下において、主要国は、経済面か
らの安全保障を推進しており、例えば、米国は、新興技術
等の輸出規制や半導体等の供給体制の強化を行いました
し、中国では、国の安全と利益に関わる製品や技術の輸出
規制を強化しています。もちろん米国と中国だけでなく、
EU においても同様の対策が実施されています。
一方、日本政府の取組としては、令和 4 年 2 月 25 日に「経
済安全保障推進法案」が閣議決定され、主な内容は 4 項目
あって、先端技術に関わる内容としては、
「先端的な重要
技術の開発支援」があります。具体的には、法第 61 条で
「将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なもの
となり得る先端的な技術のうち、外部に不当に利用され
た場合又は外部から行われる行為によって安定的に利用
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できなくなった場合に、国家及び国民の安全を損なうお
それがあるもの」を「特定重要技術」と定義し、その研究
開発の資金の支援、官民協議会を通じて必要な情報の提
供等を行うこととされています。
しかしながら、経済安全保障推進法では、
「特定重要技
術の開発の支援」は規定されましたが、外国への技術流出
を防ぐための事業者に対する規制は設けられません。
では、企業や研究機関は、先端技術の流出について何も
しなくてよいのかと言えば、そうではありません。そもそ
も先端技術は企業等にとって大切な知的財産ですが、そ
れを横取りされる形で外国に流出してしまうと、第一に、
コストをかけずに安価でより高機能な製品を製造販売さ
れ、ひいては国際競争力で敗北します。第二に、外国への
依存度が高まった物資が遮断されて、自社製品の製造が
できなくなるといった「サプライチェーンの脆弱性」が生
じます。
他にも企業等に生じるデメリットは色々あると思います
が、いずれにせよ、企業等においても我が事として先端技術
の流出を防ぐ取組が重要であることは間違いありません。
【最近の事例】
さて、警察としては、適正な経済取引を経ることなく、
往々にして違法な手段で先端技術を入手しようとする外
国の動向に目を光らせることになります。これからは、警
察が把握している技術流出に関する具体的な事例を紹介
します。
事例 1 は、大手通信関連会社の社員による「不正競争防
止法違反（営業秘密の領得）」事件です。一昨年検挙され
たばかりですので、新聞等で記事を見た方も多いと思い
ます。誰でも知っている国内大手通信会社の社員が、会社
の秘密情報に当たる技術を知り得る立場にいただけでな
く、情報漏洩を監視する立場にあったのですが、外国の政
府職員に唆されて勤務先のサーバにアクセスし、同社の
秘密情報を不正に入手して不正競争防止法違反で検挙さ
れました。
この社員は、都内で会社から帰宅するために歩いてい
たところ、外国政府職員から駅までの道を尋ねられたそ
うです。それを機に、二人きりで飲みに行く仲になり、仕
事の話に発展したところで、会社のホームページに書い
てあるような公開情報から聞かれ、教えたところ謝礼を
もらったのですが、それからも、少しずつ謝礼が高額に
なっていき、情報を提供して対価を渡すことを繰り返し
ていきました。その間、外国政府職員は、自分の素性を
言っていません。感覚が麻痺したところで会社の秘密を
渡すよう要求されました。外国政府職員は明らかにプロ
の諜報員であり、社員が警察に検挙された後、直ちに出国
しています。
事例 2 は、大手化学メーカーの社員による「不正競争防
止法違反（営業秘密侵害）」事件です。大手化学メーカー
の社員が、自社の営業秘密に当たる技術情報を外国にメー
ルで送っていて、不正競争防止法違反で検挙されました。

この社員は、会社の自分への評価を不満に思っており、
技術者同士の情報交換をするサイトに転職目的で自分の
担当業務や業績を開示して登録していました。すると、外
国の実在する通信機器部品メーカーの社員と自称する女
性から連絡があり、メールや電話で連絡を取り合う関係
になりました。その後、その女性に招待される形で外国に
渡航し、歓待を受けた上で技術情報の交換を持ちかけら
れ、対価として高額の報酬も提示されました。そこで、社
員が女性に自社の営業秘密をメールで送ったものの、会
社のセキュリティ対策で自社の営業秘密を入手したこと
が発覚し、職を追われ、見返りは全くなく、貴重な技術情
報をただ取りされただけとなりました。
事例 3 は、日本企業を介した共同研究の働きかけ事案
です。
米国による制裁対象となっている精密機械メーカーの
外国企業があり、その日本法人が、半導体やディスプレ
イ等に関係する先端技術の研究を行う日本の大学教授に
「共同研究したい」と申し向けてきました。その大学教授
は「さすがに制裁対象の企業とは共同研究できない」と難
色を示しました。しかし、その外国企業から、同社とタイ
アップしている日本企業を間に入れて共同研究すること
を提案され、その教授は大学には日本企業との共同研究
であると報告するとともに、研究費や報酬を日本企業経
由で受け取っていました。
研究第一・成果優先と考える研究者が、その考え方を
利用される例は国内でも他に多くあると考えられます。
事例 4 は、軍事転用可能な技術が合弁会社を通じて流
出した事案です。
軍事転用可能なセラミック製品の製造技術を持つ日本
企業が、外国企業と同国内に合弁会社を設立しました。こ
の合弁会社では、トップを外国企業側が出し、日本企業側
は技術だけ提供すればよいことになっていました。とこ
ろが、設立当初から経営について日本企業のグリップが
効かず、日本企業側の意見は通らない状態になったため、
合弁会社の解散を検討しました。しかし、解散などの重要
事項は取締役全員一致が条件とする規約となっていたた
め、それもできずに手をこまねいていました。すると、そ
の間に提供した技術で軍民両用の製品を製造され、外国
の軍系企業・大学のほか、経済産業省の規制対象である
企業・大学に販売されてしまいました。
これも、相手を信頼するところから始めようとする日
本人の人の良さに付け込まれた事案だったと言えるで
しょう。
事例 5 は、海外の事例で、他国軍将校による研究者のな
りすまし事案です。
外国の軍に所属する将校が、現役の将校であることを隠
し、医学研究者になりすまして他国の査証を取得して、他
国内の大学において研究業務に従事していたところ、査証
不正取得の容疑で他国の捜査機関に逮捕されました。この
外国軍将校は、同国の軍事大学関係者の指示を受け、研究
内容を同国軍に送付していました。
外国の事例ではありますが、国内でも同様に身分を
偽って研究者として働いている事例は少なくないと推察
されます。

事例 6 は、政府機関に対する不正アクセス事案です。
令和 2 年、政府機関は外部からの攻撃と思われる通信
を検知し、ネットワークシステム（以下「情報システム」）
の一部サーバーに侵入された痕跡（ログ）を認めました。
政府機関は、速やかに情報システムの外部とのアクセス
を遮断しました。それから、不正アクセスの状況等を調査
し、その約半年後に調査状況の中間報告を公表しました。
それによると、攻撃者は情報システムの VPN 装置の脆
弱性を突く攻撃手法で侵入して、職員と請負業者の認証
情報を窃取しました。その後、攻撃者は窃取した認証情報
を利用して侵入した後に情報システム内を偵察し、何ら
かの情報を窃取しました。その窃取されたデータは、情報
システムを構成する一部サーバーの設定ファイルや、職
員・請負業者の認証情報の可能性がありましたが、特定
できなかったそうです。また、不正アクセスに使われた認
証情報を除いて、内部文書等のデータが漏洩した痕跡は
確認されていないそうです。
外部アクセスの遮断が遅れていれば、ほぼ間違いなく
内部文書が流出していたと考えられます。
これまでお話しした事例 1 から 5 は、人、多くは訓練を
受けたいわゆるスパイが身分を隠して情報源となる人に
接近し、人間関係を構築した後に、対価を餌に情報を入手
するパターンです。個人に行わせるものから会社ぐるみ
の大がかりなものまでありますが、いずれも必要とする
情報を選択的・中長期的に入手できます。情報源足り得
る特定の者が狙われる、現在でも主要な手法です。
他方、事例 6 は、企業等の情報システムの脆弱性をイン
ターネット経由で攻撃し、ID とパスワードといった認証
情報を入手し、その認証情報を利用してサーバーの奥まで
侵入して情報を入手しています。そのサーバー内にある情
報を網羅的・短期的に一気に入手できるメリットがあり、
インターネットにつながっている凡そ全ての PC が狙われ
得るという、まさに現代ならではの最新の手法です。
また、不正アクセスされた場合には、情報流出以外の悪
影響も大きいと言えます。
第一に、何の情報が盗まれたかを確認するために多大
な手間暇がかかるということです。不正アクセスされた
サーバーの使用を停止し、少なくとも大幅な機能の制限
を行った上で、セキュリティ専門業者等を使って、不正
アクセス時点から遡って過去からのログを徹底的に検証
する必要があります。例えば、先ほど紹介した政府機関で
は、一応の結論が出て中間報告が公表されるまでに半年
かかりました。
第二に、徹底的に検証しても、何の情報が盗まれたか
は最後まで確定的なことが判明しないということです。
正規の使用者が外部にメール等のデータを送る通信と、
サーバー内のデータを外部に盗み出す不正な通信は、外
部に信号を送るという点では全く同じですから、ログだ
けで直ちに断定できるものではありません。結局は、ログ
から確認された外部への通信の一つ一つについて、送信
者は誰か、通常の送信時間なのか、業務上の通信として
データ量が多すぎないか、といった他の情報と突合して、
その状況から不正な通信かどうかを総合的に判断するこ
とが限界です。そして、不正な通信だと判断するとして
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も、不正アクセスされたサーバーに保存されているデー
タと送信されたデータ量等を比べて「盗み出されたのは
おそらくこのデータだ」と推測するだけになります。
第三に、不正アクセスされた情報システムは、検証後で
あっても、不正アクセスされる前の通常の使用を再開する
ことは事実上困難ということです。ログを検証したとはい
え、再侵入用のバックドアが仕掛けられていないことを確
かめたことにはなりません。一旦不正アクセスされてし
まったサーバーは再侵入されるおそれを完全には否定でき
ず、情報システムを全面更新するまでは、使用できないか、
あるいは相当に機能を制限した形で使わざるを得ません。
一定規模以上の企業や組織であれば、今や情報システ
ムを使わない状況は考えられないでしょうから、企業等
は「サイバー攻撃を成功させてしまうと、情報流出以外の
被害も甚大になる」と認識しておくべきでしょう。
【福島県との関係】
さて、次は福島県内に目を向けてみます。福島県は広大
な県土に先端技術を持つ企業が多いのは皆さんご存じの
とおりです。方部別に見ますと、簡単に調べた限りでも、
・会津には、医療機械器具の製造、半導体製品の製造
・中通りには、電子部品の製造・加工、精密機工部品の切
削加工
・浜通りには、自動車用部品の製造、発電施設
等々の企業があります。
加えて、東日本大震災後には、浜通り地域等に新たな産
業基盤の構築を目指す国家プロジェクトとして、
「福島イ
ノベーション・コースト構想」が始まりました。この構想
では、6 つの重点分野として、①廃炉、②ロボット・ドロー
ン、③エネルギー・環境・リサイクル、④農林水産業、⑤
医療関連、⑥航空宇宙が定められ、それぞれについて先端
技術を持つ企業の誘致や研究の支援が進められています。
国外に目を転じてみます。外国の一例ですが、あらゆる
分野における国力の強化を推進する目標を発表し、特に
力を入れていく分野として、次世代情報技術を始めとす
る 10 大分野を具体的に示しています。
10 大分野には、デジタル的な IT 技術だけでなく、それ
に関連する技術、あるいはデジタルとは直接にリンクし
ない分野も含まれています。国力の増強が目標なので、経
済活動の増強に資する先端技術であれば何でも対象とな
り得ますし、当然、10 大分野に該当する先端技術の情報
収集は、現在進行形で活発に行われているのです。
この 10 大分野と「福島イノベーション・コースト構想」
の 6 重点分野を比較しますと、ほとんどの分野が文言上
で合致し、文言上は直ちに一致しない分野の「次世代情報
技術」
「先進的鉄道設備」
「新素材」であっても、他の分野
の技術革新次第で関係してくることは十分考えられます。
つまり、広大な県土に先端技術を持つ企業が多い上に、
現在、先端技術の集積が行われつつある福島県だからこ
そ、先端技術が狙われる舞台となり得るのです。
【企業等の対策】
企業による対策としては、どのようなものがあるで
しょうか。
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まず、
「自社の独自技術を再認識」することです。オン
リーワンの先端技術は全て狙われる対象であり、場所や
規模や業種は関係ありません。どの企業でも被害に遭う
可能性があり、外国から狙われるような先端技術の有無
を客観的に再認識することが、まずはじめの一歩です。
そして、
「技術情報の厳格適正な管理」が必要です。技
術情報を狙う相手は、正当な対価を払って相手との合
意のもとで入手するつもりはありません。巧妙な手口を
使って接近し、手に入れる限りの情報全て入手しようと
します。企業側は、技術情報にアクセスできないように
「保存場所とそのアクセス権を持つ者を限定する」
、アク
セスした場合にはその「記録を確実に残す」といった体制
の確立が最低限の対策として必要となります。
その上で、構成員が不審者に接近される可能性を最小
化することが必要です。相手はまずは人間関係を構築し
ようとするので、接近の材料にされかねない「個人情報は
SNS を含め外に出さない」
、
「見ず知らずの他人と二人き
りで飲食しない」などといった、お人好しな日本人の特性
を意識的に抑制する教育が必要となります。
次いで、内部脅威者の対策も重要です。内部から情報
を持ち出す者が潜入する可能性を最小化する必要があり
ます。
内部脅威者対策の一例として、事業者の取組である「個
人の信頼性確認制度」を紹介します。法令に基づき、事業
者が、施設の重要な区域に恒常的に出入りする者につい
て、あらかじめ内部脅威者になる要素の有無を自ら確認
しています。現時点では、日本で唯一の内部脅威者対策用
の規制です。
具体的には、詳細な記載事項を記載した自己申告書
と、その内容を証明できる公的証明書の提出を求めて、
チェックさせます。また、その自己申告書の内容を踏まえ
て対象者と面接を行わせるほか、対象者の性格等に関す
る適性検査や薬物・アルコールの検査を行わせています。
外国であれば、国自身がこうしたチェックを公的な制
度として行うのですが、日本ではまだその段階に至って
いません。したがって、こうした信頼性確認で内部脅威者
を完全に排除できるわけではありませんが、それでも内
部に潜入しようとする者を牽制する効果は大いにあると
考えられます。
人に関する対策に加えて、高度なサイバーセキュリ
ティ対策も必須です。遠隔地から内部情報を根こそぎ盗
まれる可能性を最小化する必要があります。
そのような認識に立てば、
「ファイル添付のメールを安
易に開けない」
、
「ウイルス対策ソフトをインストールす
る」等の初歩の対策は、やっていない方がおかしいです
し、高度な対策とされている「迅速かつ継続的に対応でき
る組織内体制の構築」
「対策予算の継続的確保」
「セキュリ
ティポリシー（企業内のセキュリティに関する方針）の
策定」ですら、やっていて当然です。
その上で、部下である情報システム担当者に任せきり
にすることは絶対にしてはいけません。また、情報シス
テムを開発した業者がセキュリティ対策を十分している
と盲目的に信頼するのも絶対に駄目です。ヒューマンエ
ラーは必ず起こるからです。

ここまで自覚的にセキュリティ対策を徹底しても、サ
イバー攻撃をしかける相手は非常に高度な技術と情報を
持っていて、情報セキュリティ対策の間隙を突いてくる
という危機感を持って、ちょうど良い程度だと言えます。
【福島県警察の取組】
技術流出を防ぐための福島県警察の取組を御紹介しま
す。福島県警察では、平成 28 年から関係機関・団体と協
力して、
「ふくしま技術情報等不正流出防止ネットワー
ク」
、通称「ふくしま PIT ネットワーク」を構築し、運営し
ています。
具体的には、県警本部外事課を事務局として、福島県商
工労働部他 4 団体のネットワークを活用し、ネットワー
ク加盟企業（延べ約 26,000 社）に対し、1 ヶ月に 1 回の頻
度で「ネットワーク通信」をお送りするとともに、個別の
相談にも応じています。また、警察署の担当者が、ネット
ワーク加盟企業のほか管内の先端技術保有企業を積極的
に訪問し、情報提供を行っています。
また、福島県警察では、企業等が自らの構成員に教育を
行う素材として、YouTube で無料で見ることができる動
画をお勧めしていますので、いくつか御紹介します。
例えば、実話を元にした動画として、約 30 分間で日
本語字幕のある FBI 制作のもので、ドラマ形式の「The
Company Man」や「The Nevernight Connection」
、ドキュ
メント形式の「Made in Beijing」があります。
また、SNS の転職サイトなどで外国の諜報員に勧誘
されてしまうことを警告する動画で、
「Jack's Story」や
「Think Before You Link」があります。いずれも日本語字

幕はありませんが、2 分程度と短くて見やすいものです。
加えて、このたび、先ほど御紹介した事例を参考にして、
福島県警察で独自に、
「福島にもある産業スパイの手口〜
日本の技術を外国に渡すな !! 〜技術者編」と題する動画を
制作しました。昨日、YouTube の福島県警察公式チャン
ネル上で公開したばかりですので、是非御覧になり、よろ
しければ社員教育で御活用下さい。YouTube で、
「福島県
警察公式チャンネル」で検索すれば御覧になれます。
動画自体は 10 分強ありますが、本日は 1 分程度のダイ
ジェスト版を御覧いただきたいと思います。
最後にお願いです。御自分や知り合いが経営等されて
いる会社などに外国人が既に接近している、又は接近し
ようとしているといった不審な動向や情報を見聞きした
り、経済安全保障に関する御質問や御要望があれば、最寄
りの警察署、又は県警本部外事課へ御連絡いただきたい
と思います。私どもとしては、県内の企業や研究機関が大
事な先端技術を外国にむざむざと盗まれる事態を防ぎた
いと思っており、その防ぐためのお手伝いを全力でした
いと考えている次第です。
仮に、自分の組織には狙われるような先端技術がないと
思っていても、先端技術のある組織に近づくために利用す
る目的で接近される可能性もあります。その意味でも、何
かしら不審な動向を把握した場合には、
「まあ別にいいか」
などと思わずに、
「こんな話を聞いた」
という情報提供、
「ど
う対応すればよいか」という御相談を遠慮なくしていただ
ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
私の話は以上となります。本日は御清聴ありがとうご
ざいました。

入 会 式

臨時総会
福島ロータリークラブ 2022-23 年度

理事変更について

令和 3 年 12 月 2 日（木）に開催しました福島ロータリークラブ年次総
会において、2022-23 年度役員理事候補者の承認をいただきましたが、
この度 2 名の変更が生じたため、福島ロータリークラブ細則第 3 条に則
り、4 月理事会において理事変更の承認をいただき、本日令和 4 年 4 月
14 日（木）例会において臨時総会を開催し、会員皆様のご承認をいただ
きました。

■東北電力㈱執行役員
福島支店長 日下部

達様

（紹介者 丹治正博会員）

変更する理事の氏名
氏

名

変更理由

金子

與志人

櫻井

英樹

病気療養のため
転勤のため

新理事氏名
菅野

晋

小林

仁一

■みずほ銀行
福島支店長

村山成也 様

（紹介者 渡辺健寿会員）
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県北第一分区「My Healthy Action」パークゴルフ大会開催
4/10（ 日 ）NCV ふ く し ま パ ー ク ゴ ル フ 場 で 県 北 第 一 分 区「My
Healthy Action」パークゴルフ大会が行われました。
個人では箱岩会員が5位、団体で当クラブが優勝し、坪井会長がホー
ルインワンを達成いたしました。
優勝商品はリンゴのワインと日本酒でした。

箱岩会員 個人5位

当クラブ団体優勝

ロ ー タ リ ー の 友 4 月 号
●特集 母子の健康
育児と生理の大変さを知る
P7-13（横書き）

今、日本の母子の健康にとって求めら
れているのが男性の育児への参入。母子
の健康を推進するに当たって、男性の育
児参加を促す取り組みを紹介しています。
また、経済的に豊かなはずの日本にも、
生理用品が買えない女性たちがいます。
女性の尊厳を脅かす「生理の貧困」
。母子
の健康に直結するこの問題についてクラ
ブの取り組みとともに紹介されています。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

私のひと言

（医）さとう胃腸科内科 院長

佐藤 英典 会員

普段何気なく聞き流している文
章にも、不可解なことがある。冬山遭難の救助に向
かった捜索隊「2 名の遭難者を救助した」が 2 名とも
心肺停止状態で死亡が確認された。難しい心臓手術
を執刀した外科医「手術は成功した」しかし患者は
死亡した。ストーカー被害を被害を何度も警察に相
談していた若い女性がストーカーに刺された、
「当
署の対応には何の落ち度も無かった」
。いじめに耐
えられない旨の遺書を残して自殺した中学生、教育
委員会は「いじめが自殺の直接的な原因とは確証で
きなかった」
。不祥事を起こした企業役員の謝罪会
見「事態を真摯に受け止め、全力で再発防止に努め
る」しかし不祥事は 2 度、3 度と起こった。
一流先進国、技術立国を自負する国で、必要時に
国民にマスクさえ提供できなかった。重要課題を審
議する有識者会議、専門家委員会、第三者委員会で
公正公明性、専門性、先見性等はどれくらい担保さ
れているのか。社会保障（医療、介護、福祉）の充実
を目的とした増税、増収のどのくらいが本来の社会
保障に回されているのか。
「国民に寄り添う」心地よ
い言葉だか、皇室のお言葉と政治家の発言では、受
け取る側の心証に違いはあるのか。風刺にもなら
ず、単なる言葉遊びに終わる。

JRA福島競馬場様に植樹したモニワザクラが咲きました

■ 4 月 28 日（木） 祝日の週のため休会
■ 5 月 5 日（木） 祝日のため休会
■ 5 月 12 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】ガバナー 補佐クラブ訪問
  県北第一分区ガバナー 補佐 佐藤 宗弘 様
福島東稜高校 IAC・福島学院大学 RAC 活動報告

創立 70 周年記念に JRA 福
島競馬場様に植樹したモニワ
ザクラが今年も綺麗に咲きま
した。
福島 RC 会長寄贈賞は、4/24
（日）第 9 レース雪うさぎ賞と
なります。

＊4 月誕生祝い ＊四つのテスト唱和 ＊「友」紹介

ニコニコBOX報告

［報告］ 箱岩 偉 委員長

〈お客様〉
〇二本松ロータリークラブ
鈴木 安一 会長
二本松ロータリークラブ創立 60 周年を迎えることにな
りました。福島ロータリークラブ様のお陰で活動を続けて
おります。
〇二本松ロータリークラブ
内藤 哲太郎 副会長
二本松ロータリークラブ 60 周年記念お世話になります。
〈メッセージ会員〉
〇日下部 達 会員
歴史と伝統のある福島ロータリークラブに入会でき、光
栄です。前任の二階堂同様、よろしくお願いいたします。
〇村山 成也 会員
今回、初めて参加させていただきます。宜しくお願いい
たします。
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本日の投入額37件

〇森岡 幸江 会員
児嶋洋平福島県警察本部長のスピーチを拝聴します。
〇渡辺 健寿 会員
村山成也さん、日下部達さんの入会を心から歓迎いたし
ます。ロータリーを楽しんでください。児嶋県警本部長様
のゲストスピーチを楽しみに。
〇坪井 大雄 会長
二本松ロータリークラブ、鈴木会長、内藤副会長のご来
訪を歓迎して。創立 60 周年おめでとうございます。
〇他に 植田リサ／大槻美恵子／小原 敏／加藤義朋／加納
武志／管野裕一／五阿弥宏安／小林仁一／古俣 猛／坂本壮
敏／相良元章／佐藤英典／佐藤充孝／清水太郎／白岩康夫
／菅沼 裕／鈴木朋恵／高田博樹／田沼紀美子／丹治正博／
土屋牧雄／寺田 充／新田良一／箱岩 偉／幡 研一／村上守
人／八代大輔／藪 政勝／八巻恵一／吉田大樹

