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「五感を澄まして一歩前へ」
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「インターネットセキュリティの攻撃と被
害 」 で は、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 10大 脅 威2019
（IPA）でも上位にランク付けされている標的
型攻撃やランサムウェアが具体的にどのよう
にして攻撃を行っているかを解説させて頂き
ました。
「インターネットセキュリティの対策」では、
セキュリティ対策を講じるうえで考慮すべき
こと、そしてどのような対策を行うべきかを
お話させて頂きました。
これまでのセキュリティ対策は、既知（予
測可能な範囲）のセキュリティ攻撃に対して、
攻撃を未然に防ぐ体制をつくる入口対策が中
心でしたが、高度化・複雑化している昨今で
は未知（予測不可能）のセキュリティ攻撃に
対して、態勢をつくる出口対策が注目されて
います。セキュリティ事故が発生すると金銭
的被害だけでなく社会的信用も失墜します。
入口対策・出口対策・社員教育など多重防御
でセキュリティ対策を行うことが重要です。
第1008回 廿日市市大野学校給食センター

「インターネットからの脅威と

その対策」

2019年

2019年３月11日

職場訪問例会

公紀 様

『インターネットからの脅威と対策』と題して、
・インターネットセキュリティの現状
・インターネットセキュリティの攻撃と被害
・インターネットセキュリティの対策
について、講話させて頂きました。
「インターネットセキュリティの現状」では、
標的型攻撃やランサムウェア（身代金要求型
ウィルス）
、大手SNS企業の情報漏えいなど、
最近流行しているセキュリティの脅威やイン
シデントを紹介させて頂きました。
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2019年３・４月号

卓

話

「男子厨房に入るべし」
スチュディオグリオット経営
フードコーディネーター

第1011回 広島サンプラザ

山本

恭瑚

様

2019年４月15日

会長時間
第1009回 広島サンプラザ

2019年３月25日

現年度・次年度理事会報告

会長時間

副会長

理事会報告

卓
副会長

卓

松本

猛

松本

猛

話

「消費税の考え方と落とし穴」
梶田

話

滋

会員

「和の心を楽しむ茶道体験」
原田教育研究所 代表 原田さゆり 様
（「茶道表千家」教授 茶名 原田宗秋）

第1012回 猫屋町キッチン

夜間例会

第1010回 広島サンプラザ

2019年４月８日

会長時間
会長

川口

哲司

誕生祝
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2019年４月22日

No.419
活動報告

カラオケ同好会

2019 年３月 18 日
デュエット

出席者は、14名
松浦さん奥さん、藤岡さんご夫妻
永井さんご夫妻、高尾さん、松野さん
佐伯さんご夫妻、河内さん、山根さん
石塚さん、植田さん、石原さん

年記念事業を予定しています。
貴クラブの皆様の御参加を心よりお待ちい
たしております。
最後に、貴クラブの益々の御発展と、会員
の皆様の御健勝を祈念して、私のお祝いの詞
といたします。
2019年３月吉日
広島廿日市ロータリークラブ
会長 川口哲司

川﨑

尚 会員

米寿を祝う会

2019 年４月 19 日

リーガロイヤルホテル広島 33 階 レストランシャンポール

台北市南港ロータリークラブ
創立22周年記念 祝辞
2019 年３月 12 日

台北市南港ロータリークラブ
会長 朱 雋文様
会員の皆様
台北市南港ロータリークラブの皆様、創立
22周年誠におめでとうございます。
貴クラブとの交流は2008年４月に友好クラ
ブとしてスタートし、2017年３月には姉妹ク
ラブとしてより親密で発展的な友好関係を築
いて参りました。昨年５月12日には貴クラブ
との協同奉仕活動として「JR廿日市駅前広場
へ時計台」寄贈で完成式も盛大に挙行された
ところです。
当日は多忙遠路にもかかわらず陳明輝会
長、張耀仁会員、王東章会員、曾國峰会員の
御来広をいただき、貴クラブとの友好提携の
関係もより深める事が出来ました。本当にあ
りがとうございました。
2020年５月15日には、当クラブの創立25周
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2019年３・４月号
かしがらずに積極的にコミュニケーションをとろ
うとする姿は、私も見習わなければならないと感
じました。お母さんもお別れの時に「会えて良かっ
た」と言ってくれました。私も必死に伝えたつも
りでしたが、上手く伝わっていると嬉しいです。
今回の研修で伝えることの難しさと、伝わった
時の喜びを知りました。また会いに行こうと思い
ます。

国を越えた人々の温かさ


インターアクト海外研修旅行
2019年３月30日～４月１日

韓国研修


山陽女学園高等部 亀澤
凜
今回の研修で私は初めて韓国へ行きました。今
まで私は韓国に対して少し不安な感情がありまし
た。それは、テレビで取り上げられるデモや抗議
の様子を見るうちに生まれた複雑な感情でした。
しかし、その感情は今回の研修で無くなりました。
私は韓国語が全く話せないので、とても緊張し
ました。そこで、自分の中での今回の研修の目的を、
韓国の生活を学ぶことと、韓国語が話せないので
英語で話してみることにしました。
１月に日本でホームステイを受け入れた子の家
にホームステイできることになり嬉しかったで
す。再会できてとても感激しました。１月の時に
はあまり話せなかった周りの友達も優しく迎えて
くれました。
ホームステイ先には妹さんと犬のラッキーがい
ました。ラッキーともとても仲良くなれました。
韓国語で「待て」と「おすわり」を教えてもらい、
通じた時はとても
嬉 し か っ た で す。
言葉が通じる喜び
を改めて感じまし
た。韓国語が分から
ない私に、分かるよ
うに伝えようとし
てくれた妹さんに
とても感謝してい
ます。妹さんは知っ
ている英単語で必
死に話そうとして
く れ ま し た。 恥 ず
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山陽女学園高等部 長尾 千尋
私は韓国研修に、自分の今の韓国語のレベルや
知識、理解力を知りたい、発揮したいという目標
を持って参加しました。中学生の頃から韓国語を
勉強してきて、ようやくその成果を発揮できる場
所、韓国では頭の引き出しを沢山引っ張り出して
一生懸命会話をして通じることが出来ました。も
ちろん間違えることもありましたが、そんな時、
現地の方やホストファミリーがゆっくり分かるよ
うに発音してくれたり、少しでも知っている日本
語で伝えてくれたりなど、優しさにとても感動し
ました。
ホストファミリーと様々な会話をする中で、日
本について色々な質問をしてくれました。私が大
好きな韓国のことをもっと知りたいと思うように、
ホストファミリーや周りの韓国人の方も日本が好
きで興味があり、日本へ行ってみたい、もっと沢
山の事を教えて欲しいと言われた時は嬉しくてた
まらない気持ちになりました。そんな温かい気持
ちを感じたり、街やお店の日本人への親切な対応
を見て、韓国人は反日感情が強いという誤解が私
の中で全て無くなりました。やはりメディアから
の情報は人々にとても影響を与え、本当の現状で
はないとしても皆の意見に流されてそのまま伝え
継がれていってしまうということは、本当に怖い
ことです。
だからこそ現地へ行って、そこの人と会話をし
てみることが大切です。向き合い難い問題でも話
し合ってみなければ分からないこともあります。
全員が全員、反日であるわけがなく、反日感情を
持つ人が大勢いるということも私はあり得ないと
感じました。そしてこの事を私の周りの人たちに
伝えると、とても驚かれ、それでも信じてくれな
い人もいました。けれども私は、これからも沢山
の人々に伝え続けたいです。目の前で、顔を合わ
せて、会話をしてみないと何も始まらないと思う
ので、もっと日本の各地で日韓の交流をする機会
を増やして、色々な感情や意見を持つ人たちにも
多く参加してもら
いたいです。
今回の研修で感
じた人々の温かさ
を忘れずに、私自
身ももっと様々な
国の人たちと交流
していきたいと思
います。

