
会長

杉山明喜雄
KR^ラ ピ ラビンドラン

《司 会》

《合 唱》

《日GM》

色
RI会長

″/′

事

`局
/静岡市葵区追手町2,2 1,同 ■許八サマビル5F
Fl会場/ホテルアツシアI争 コ 例会日/毎Д 本曜日 12

Rotary Club Of Shizuoka East

‖:界へのブレゼントになろう

静同束ロータリークラブ
会長 杉山明喜雄 幹事 新間桂子

http´
～
vwl・r sh zuoka‐ east rcJp

第 2730回例会

さて先月久しぶ りに映画を鑑賞 しました。曽根会員

が例会で紹介 していただいた映画です。タイ トルが「降

りてゆく生き方」で、タイ トルを開きます と消極的か

つ後退的なイメージがしましたので、非常に興味を抱

きました。この映画の特徴は原作のない映画で映画館

では上映せず、希望を募つて 2009年 から全国各地で上

映会を開催 し、観客動員数 10万人以上 とい う超 ロング

ランヒッ ト作品です。

これから見る方もいらっしゃいますので作品のあら

す じは述べませんが、この作品は私共に次のような問

いかけをしてぃます。

「第二次世界大戦後、日本は所得倍増計画、日本列

島改造論、大きい事は良いことだとひたすらに右肩上

がりの経済成長と物質的豊かさ、そして個人的自由を

求めて来ました。その結果、豊かで便利で自由な社会

が実現しました。

しかし世界的な金融恐慌、凶悪犯罪や少年犯罪の増

加、数々の食品偽装問題、自殺者の増加、うつ病等の

精神疾患の急増、格差社会、貧困家庭の増加、老人介

護、地球温暖化等の問題が山積し日本人の抱える不安

は数知れません。

日本は敗戦後右肩上がりの「昇る生き方」を追い求

めて来ましたが、その結果 物質的な豊かさを手に入れ

ましたが、心の豊かさ、家庭、自然、伝統を失つてし

まつたのではないでしょうか。
一体これからどのように生きていったら良いのでし

ようか。どうやつたら不安から脱し明るい未来への希

望が取り戻せるのでしょうか。

人間、自然、動物の本来の有り方を見つめ直し、便

利で合理化された生活を一度捨てて、本来の人間らし

い生き方に戻ろうと問いかけています。」
この映画は未来の社会像、価値観、生き方、自然と

人間の関わり方など、実に多くのテーマが示唆されて

います。映画を観終わつた時、心がなごみ、穏やかな

気分を強く感じました。この様な機会を提供していた

だいた、曽根会員には感謝申し上げます。

私共ロータリアンは、経営者・専門職等の集まりで

あり「昇る生き方」をしているのかもしれませんが

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕を通じて

少しでも地域社会等に貢献できるよう活動をしていま

す。こうした活動を継続して実践していくことが、心

の豊かさ等失つてしまったものを少しでも取り戻すこ

とに繋がるものと考えます。

最後に、最近めっきり涼しくなりましたので夏風邪

をひかないようご自愛ください。

新間 桂子 君

「君が代J「奉仕の理想」
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《ゲス ト》  なし

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生曰

該当者なし

く会長挨拶要旨》

「降りてゆく生き方J

結婚記念日

該当者なし

皆さんこんにちは。

本日は会員卓話として

佐久間武会員から「警

備の変連Jについてお

話をお聞きすることと

なつてお りますので

後程、宜しくお願いし

ます。
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《会員卓話》
「警備の変遷J

を踏まえて警備業の変遷について説明いたします。

警備業は 1962年 に日本船貨保全冊 (現 大日警)と 日

本警備保障 (現セコム)が誕生しました。昭和初期は各企業

とも「自警制度Jを とり定年退職した社員を守衛として

再雇用していました。社内の事情にも明るいため非常
に効率的であつたため戦前は警備会社が存在すること

はありませんでした。
65年 卜・ラマ「東京警備司令ザ ガー ドマンJが放映され

警備員という職業が社会的に認知されるようになり

同年 ALSOK創業、翌年に東洋テック、セントラル警備、全曰警な

どの大手企業が創業します。 68年 3億円事件の発生

70年大阪万博、よど号ハイン
｀
ャック事件などにより、現金

輸送やイヘ・ント警備、空港保安警備業務などにも参入しま

した。一方で悪質な警備業者や警備員による不当事案

(労働争議への干渉 介入、拾得物横領)が多数発生し

たことから1971年 に警備業法が制定されています。
76年連続企業爆破事件が発生し警備業者の設立が

活性イヒしました。また 09年 「てるくはのる事件J、 01

年「付属池田小事件」などにより防犯カメラの導入が進み

ました。明石市民夏まつり花火大会で、歩道橋での「群

衆雪崩Jが発生し、自治体、警察、警備会社が責任を

問われる事故になりました。911テ ロ事件のあと警備

業界でも空港保安や施設警備全般において対策が強化
されました。 o7年 全国初の民間刑務所である美祢社
会復帰促進センタが完成。刑務所PFI事業として法務
省の刑務官、警備会社などで作る会社が運営を行つて
います。 このように事件・事故が発生するたび警備の

考えや対応が変化してきました。

警備の基本的なサヒ・スは、警備先の円滑な業務に寄
与するため、リスク(犯罪や災害)を 事前に読み取り予防し

発生した事象を最小限にとどめるなど、高いレヘ`ルでの

警戒が必要なときには警備員の常駐が有効です。実際
には、防犯センサや監視カメラなどの設備を設置し機械十人
による警戒を行つています。

当社は 20年ほど前から警備ロボットの研究を続け現在
は商品イヒもしております。今後人口減少が続くと警備

員の確保が非常に厳しくなり、補完するためにも機械
である警備 ,ホ・ットの導入を進めています。まだ完全に代
わりはできませんが、いくつかの業務はできるように

なってきました。

現在の主流は機械警備サーヒ・スです。最近では通信インフ

ラが進化整備され画像テ・ 夕の送信も可能となつたこと
から異常信号の送信だけでなく現地の映像も送信でき

るようになつてきました。マイクで音をひろい、スヒーカー

から侵入者へ向け威嚇することもできます。

警備業の役割は、安全・安心を提供する生活安全産

業です。本来は契約に基づく防犯や防火、事故防止な

どですが、今後は警察の補完的な役割を担つていくと

言われています。犯罪認知件数は減つていますが、犯

罪の多様化、DVやストーカー、特殊詐欺、テロなど警察だけ

では対応が難しく、警備会社へも委託していこうとい

う流れがあります。

警備業界の課題は ①社会保険未加入問題 ②少子

化による人口減少に伴う人員の確保 ③安全 安心に

対するニーガの変化 ④14,000人が必要といわれてい

るオリンビックでの警備員の確保など業界全体での取

組みが必要です。

静岡県内は比較的治安が良いと言われていますが

今年は住宅の窃盗事案が増加しています。無施錠のお

宅が狙われていますので、戸締りをしつかり行ない安

心・安全な社会を作つてまいりましょう。

《スマイル報告》

佐野 哲― 君  冷めたラーメンの様な話しで申し訳あり

ません。杉山会長、新間幹事、合同

例会へのご尽力お疲れ様でした。成
功裏に一段落し何よりです。序でな

がら たらたらと18年、皆出席の証

もいただき、ここに謹んでスマイル

をさせて頂きます。
古橋 岡1俊 君  24回 目の皆出席表彰ありがとうござ

佐久間 武 君

警備業は約半世紀前に始

めて専門の警備業者ができ

ました。現在は 9,100社

警備員は 54万人、売上げ

33,000億 円まで発展 して

います。警備業の発展に影

響を与えた歴史、事件など

杉日 至弘 君

戸塚 敦雄 君

新間 桂子 君  皆出席の表彰ありがとうございまし

います。

皆勤賞を頂きありがとうございまし

た。福岡東 RC、 藤枝 RCな ど出張中の

現地ロータリー出席、海外旅行中のインターネッ
トメイクアッフで 8年間皆勤を続けること

が出来ました。周囲の皆様への感謝

と自分への拘りにスマイルします。

皆出席表彰の記念品をいただきまし

た。ありがとうございます。

た。
君  7年の皆出席表彰いただきました。続

けられるよう頑張ります。
先週、皆出席のお祝いを戴きました。
先輩の方々を見習つてコツコツと続
けていきたいと思つています。一週

間遅れのスマイルです。申し訳あり

ません。

高柳 正雄

佐橋 徹 君

川口 尚宜 君  針谷設計、静鉄建設、アル ソック、

ウエル ビーと静岡東 RCメンハ・―による

駿河区にある保育園の新規建替え物

件のお食事を 9/1か ら受託いたしま

した。皆で力を合わせて良い保育園

にしたいと思います。

伊藤 洋一郎君 スマイルすると戸惑いや困難な状況

が解決に向か うと人が言 うのでスマ

イル します。

浅野 裕史 君  お盆休みに妻 とホーチミンヘ行つてきま

した。昨年までは 3年続けてハ・ンコクヘ

行つていたので命拾いしました。

《出席報告》
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