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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。今月は第

1週の 1日(火)は休会でしたの

で、今日が今月最初の例会で 2

週間ぶりの開催となり出席人

数を心配しましたが、いつも程

度の出席者を見て一安心をしています。 

出席いただきありがとうございます。 

本日の例会は三条警察署生活安全課長 永井 

裕様よりお話をしていただきます。永井様には

お忙しい中をお出でいただきまして厚く感謝申

し上げます。よろしくお願い申し上げます。 

また、米山奨学生のメディナ コントレラス、ダ

ニエル君ようこそ三条北ロータリークラブへ！

歓迎いたします。くつろいでお楽しみください。 

大型連休が終わり、二十四節気の一つ「立夏」

となり、暦の上では夏が始まっています。昨日

から平常の生活に戻られた方が大部分だと思わ

れますが、皆さんは連休をいかが過ごされまし

たでしょうか？それぞれ思い思いに過ごされ心

身ともにリフレッシュされたことと存じます。

私の場合は、例会のあいさつで申しました通り、

物の整理、読書、買物、美術鑑賞と競馬のイン

ターネット投票などで連休を過ごしました。物

の整理は部屋の模様替えと要らない物の廃棄で

予定の 50％を達成しました。 

読書は新田次郎著「新田 義貞」上下 2巻と山岡荘八著「徳川 慶喜」全 6巻中 2巻を読み終わっ

たので、達成率にして７０％位を実行できました。美術鑑賞は新潟市新津美術館で開催されている

「横山大観と近代日本画名品展」を鑑賞して来ました。六曲一双の金屏風に勇壮な富士山と雲間か

本日の行事：「青少年奉仕月間」  

  「少年を取り巻くネット上の有害環境」 

 

◆本日の出席：６５名中３６名    

◆先々週の出席率：６５名中５３名 81.54％ 

          （前年同期 89.39％） 

 

◆本日のゲスト：三条警察署生活安全課 

        課長 永井 裕 様 

 

◆本日のオブザーバー：米山奨学生 

  メディナ コントレラス,ダニエル君 

 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ５月２日三条ＲＣ 樋口 勤、石川勝行 

     中條耕二、石黒隆夫、早川瀧雄 

  田中耕太郎、岡田 健、高橋彰雄 

  山崎 勲 

８日次年度職業奉仕委員会 

羽賀一真、坂内康男、本間建雄美  

      

＊本日の配布書類等  

・週報№1499 ・ロータリーの友５月号 

・ガバナー月信５月号 

・家庭会合確認・地区研修協議会確認 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１８ ．５．８      　　　　　　累計№１５００ 　　当年№４１

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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ら顔を出す旭日を描いた大作や朦朧（もうろう）技法で描かれた龍と雲の墨絵などの傑作 22点を

まとめて観ることができ、合わせて上村松園らの近代日本画の名品を堪能することができました。

会期が 5月 20日（日）までになっていますが、付近には大きな植物園もあり十分楽しめますので

お出かけをおすすめします。 

 

米山奨学生紹介（奨学金授与） 

メディナ コントレラス,ダニエル君 

（メキシコ） 

長岡技術科学大学  

修士課程 環境社会基盤工学専攻 

カウンセラー：中原尚彦会員 

・２０１９年３月まで例会に来てくれます。 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・ＲＩ日本事務局より ロータリーレートのご案内 

          5/1より１ドル＝１０８円（4月 104円） 

・三条ローターアクトクラブより カクテル講習会のご案内 

       日時 5月 18日(金)19：30～  会場 オールドＢＡＲ モンツァ       

・第 2560地区社会奉仕委員長より 

 地球環境保全のための植樹事業（中越地区）記事掲載小冊子送付について 

・第 2560地区ローターアクト委員長より 地区協議会登録のご案内 

          日時 6月 9日(土)13：00～6月 10日(日)12：00 

          会場 国立妙高青少年自然の家 

・第 2560地区青少年奉仕委員長より 年次大会のご案内 

          期日 7月 27日(金)～28日(土) 

          会場 割烹の宿 湖畔 

・三条あおぞら会より 総会のご案内  

日時 5月 26日(土)13：30～ 

          会場 青空地域生活支援交流センター 

理事会報告：第１１回平成３０年５月８日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、渕岡 茂、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎 

斎藤 正、石川友意、岡田 健、花井知之、西村 護、外山裕一、今井克義  

出席数１４/１５(内委任状２) 

協議事項１.夜例会（4/17）決算報告       承認 

      2.事務局複合機入れ替えの件      承認 

      3.緑の募金寄付依頼の件        承認 

       5/22例会にてＢＯＸを回して募金を募る 

      4.植樹（社会奉仕事業）の件      承認 

       5/22例会終了後、14：00～ 島田若草公園(旧一中グランド)にて行なう 

       参加者はメークアップ扱いとする 
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      5.クールビズの件           承認 

       次回（5/22）例会より実施 

委員会報告：社会奉仕 

イアン・ライズリーＲＩ会長の環境保全活動として全世界の会員数の植樹をしようとの提言を受け、

新保ガバナーは地区会員数２１００本の植樹を運営方針の一つとされました。 

北ＲＣとしては三条市役所と協議の結果、会員数の植樹は場所等の選定に無理があるため、島田若

草公園に植樹する事に理事会承認を頂きました。 

5 月 22 日(火)例会終了後 14：00～島田若草公園（旧一中グランド跡）でヤマボウシの木１本植栽

します。大きな木ですので作業はほぼ業者にお任せします。最後の仕上げに会員の方々の参加をお

願いします。通常例会終了後、ご都合の付く方は現地に集合して下さい。 

参加者はメークアップ扱いとなります。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス８日現在累計５１７,０００円＊＊＊＊ 

岡田  健君 目の前に財団ＢＯＸがありました。 

石川 一昭君 永井様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス８日現在累計４９３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

石川 友意君 ＢＯＸに!! 

佐藤 秀一君 米山ＢＯＸに協力です。 

星野 義男君   〃 

坂内 康男君 久し振りの例会です。いつもＢＯＸに協力ありがとうございます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス８日現在累計８４９,０００円＊＊＊＊＊＊ 

佐藤 文夫君 お久しぶりです。ＢＯＸに協力!! 

佐藤 弘志君 課長永井様お忙しいところ有難うございます。卓話よろしくお願い致します。 

渋谷 義徳君 三条警察署生活安全課長永井様、卓話ありがとうございます。 

       卓球世界選手権団体戦日本女子銀メダル獲得おめでとう。狙うは金メダル。打倒中

国を目指せ。 

森   宏君 ダニエルさんようこそ！ 

大野 新吉君 桜が散りゴールデンウィークも過ぎ、少しは仕事に精出されるシーズンとなりまし

た。本日の卓話永井裕様、宜しくお願いします。 

石黒 隆夫君 三条警察署生活安全課々長永井様 本日はようこそ三条北ロータリークラブへ、 

卓話よろしくお願い致します。当クラブにも指導が必要な人が多くいますので。 

高橋 彰雄君 協力します。 

本間建雄美君 いつもニコニコＢＯＸにご協力ありがとうございます。以後も宜しくお願いします。 

羽賀 一真君 本日、皆様にご用意いたしましたミニトマトは、弊社の副業であるハインアグリの

ビニールハウスで、今朝方、収穫したものです。 

JA南蒲の吉田文彦さんのところの、ただいまーと様などで販売しております。 

まだまだ収穫量は少ないのですが、リピーター様がつくほど、味は大変好評で自信

がありますので、ここで全部食べてしまわないで、おうちへお持ち帰りいただいて、 
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ぜひ購買層である奥様にもご賞味いただきたく思

いますので、よろしくお願いします！ 

（とっても甘いトマトでした） 

 

＊４月のコメント賞は梨本文也会員です。 

 

本日の行事：「青少年奉仕月間」卓話 三条警察署生活安全課々長 永井 裕 様 

講師紹介：青少年奉仕委員会 佐藤 弘志 委員長 

５月は青少年奉仕月間です。三条警察署課長の永井様に卓話をお願いしました。 

永井様は秋田市のご出身。平成９年新潟大学法学部卒業。新潟県警に採用され、将来

を嘱望されている方です。今年度から三条警察署に赴任されました。よろしくお願い

します。 

「少年を取り巻くネット上の有害環境」～少年を被害者にも加害者にもさせないために～  

只今ご紹介頂きました

ように高校まで秋田で

育ちました。東北人に

とって新潟は身近な都

会と憧れる所です。新

潟に来ることになった

時、高校の同級生も親

も「あんな大都会に行

って大丈夫か」と心配

されました。 

皆さん、笑われますが本当に東北人にとって、

手に届きそうな身近な都会として憧れる街です。 

新潟県警に採用して頂いてからは佐渡、上越、

南魚沼など色々回らせて頂き、この春から三条

に配属され生活安全課長という大役ではありま

すが、日々頑張っております。 

本日は青少年奉仕月間ということでお時間を頂

きましたので「少年を取り巻くネット上の有害

環境」を簡単にお話させて頂きます。 

平成２９年中での三条警察署管内における少年

の非行は２１人、手元にあった資料によります

と平成１７年は１７２人の検挙補導がありまし

た。それから比べると１／８に減少しておりま

す。 

一昔前までは、少年問題というと少年非行が頭

に浮かんだと思います。減少していて非行問題

が無いのかと言うとそうではなく、少年を取り

巻く社会環境が変化しています。インターネッ

ト普及に伴う有害環境です。 

○ネットで子供達が使っている隠語 援助交際

に関する物です。  

 ＪＳ（小学生）ＪＣ（女子中学生） 

ＪＫ（女子高生） 

話が早い・意味分かる人・わりきり（恋愛感

情抜きで援助交際して下さいと言う事） 

 ＷＵ吉（２万円・Ｗ諭吉）ＴＵ吉（３万円・

Three 諭吉）ホ別 3（ホテル別３万）苺佐保

（15000 円ｻﾎﾟｰﾄ） 

Ｓして・サポ希望（ｻﾎﾟｰﾄして）神待ち（無料

で泊めてくれる人）炉（ﾛﾘｰﾀ） 

 覚醒剤関連 アイス・氷・冷たいの・Ｓ・ス

ピード ポンプ・Ｐ（注射器）キメ友（覚醒

剤仲間） 

 葉っぱ・ガンシャ・９３・Ｍ・ロックなど 

一見して解らない様な言葉がネット上に溢れて

います。少年を取り巻くネット環境は非常に有

害な物が溢れていることを理解して頂く事で、

子供達を救う事になります。 

インターネットは大変便利な物です。今は情報

教育として小学校から使われていて、中高生に

とってネットは必需品です。間違った使い方を

してトラブルに巻き込まれるケースが非常に多

い。 

スマホやタブレットはネットに繋がっているこ
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とはご存じだと思いますが、ゲーム機、携帯音

楽プレーヤーもネットに繋がります。この事を

理解して欲しいと思います。 

子供さん達は勿論ですが、若い従業員の方が休

み時間などにカチャカチャやっていたら一体何

をやっているのかという観点から声を掛けて頂

きたい。子供達は非常に未熟ですので大人が声

をかける事によって危ない環境から救う事も出

来ます。 

○中高生に多いトラブル 

 ①書き込み 犯罪予告など軽い気持ち、冗談

で書き込む（威力業務妨害）悪口誹謗中傷（名

誉毀損罪・侮辱罪）バカッター（注目を浴び

たくて写真等を掲載する） 

書き込みは匿名だと思っている。しかし、危

険な書き込みがあれば捜査して書き込み者を

特定できます。書き込んだ本人は「そんなつ

もりではなかった」援助交際は友達がみんな

やっているというような軽い気持ちでやって

いる事が多々あります。情報発信がダメだ、

とは言いませんが 

インターネットは匿名ではない！ 

「書き込み時は責任を持って」 と伝えて下さい。 

②ＳＮＳ ライン、ツイッター、ミクシーなど

知らない人同士が交流できる。いい点もあり

ますが子供達が色んな被害に遭っている事も

事実です。県内でも結構あります。ネットで

出会い性的被害に遭った子供の数（平成２９

年）中学生１０人・高校生１７人・その他４

人（無職者が３名で小学生も１人含まれてい

る）ネット社会ですので小学生も使えるのは

分かりますが性的な対象になっている。小学

生だから大丈夫と考えますが、相手は大人で

す。こういう観点からも注意して下さい。 

ＳＮＳで知り合った人と会おうとは思わない

のですが、環境下（友達がいない・話し相手

がいない）に置いて「会おう」と言われれば、

ネット上で悩みを打ち明けたりして親近感が

湧く。断ると折角知り合った友達にソッポを

向かれる。という心境になり会ってしまう。  

 ネットで知り合った人とは絶対に 

会わない 

③個人情報流出 子供達がスマホを使うと思い

ますが、何気なく撮っている写真から住所が

分かる。ＪＰＳ機能（位置情報）をＯＮのま

ま写真を撮ると場所の特定が出来ます。写真

を撮るときはＪＰＳ機能をＯＦＦにするのも

いいのではないか。彼氏に写真を送ったらネ

ット上で拡散さられた。 

送る前に相談されれば何とかなりますが、送

ってしまって相談されても逮捕はできますが、

拡散された写真を完全に回収する事はほぼ不

可能です。永遠に残ります。 

個人情報（友達の情報も）をネットに載せな

い、教えない、写真を撮ったり送ったり、受け

取ったりは絶対にしない 

④オンラインゲーム ゲーム依存、無料のはず

が高額請求、不正アクセス 

 ＩＤ・パスワードは親が管理する 

⑤有害サイト（自殺・家出・アダルト・ドラッ

グ等） 知らない間にこういうサイトに行っ

てしまう事もある。子供にスマホなどを与え

る際はフィルタリング設定が義務となってい

る。 

保護者の皆様へ   

～お子さんのネット管理は保護者の責任です！ 

 ・使い方のルールを決める 

 ・フィルタリングサービスを利用する 

お子様は勿論ですが、若い従業委員の方でもゲ

ームなどをやっている処を見かけたら、一言お

声がけ頂き注意喚起をして頂きたいと思います。    

以上走り走りではございましたがお話しさせて

頂きました。貴重な時間をありがとうございま

した。 

 

フィルタリングサービスは携帯電話会社、イン

ターネットプロバイダから提供されています。

また、パソコンを利用する場合、市販のフィル

タリングソフトを購入することもできます。 
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