
 ２０１２年８月第１週号 

第２３６８回 
平成２４年８月３日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉  

国歌斉唱    『君が代』 

ロータリーソング 『奉仕の理想』 

四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

 

１．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

■お客様紹介                   

・柏西ＲＣ／高田 住男様 

・米山奨学生／王 欣さん 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長     

柏西ＲＣ・高田様、本日はようこそお越し下さいました。

有難うございます。そして、米山奨学生・王さん、ゆっくり

お過ごし下さい。 

先週の夜例会におきましては、大変楽しい一時を過ご

させて頂きました。親睦活動委員会の皆様、ご苦労様でし

た。有難うございました。今、オリンピックムード一色です

が、永安会員のＡＬＳＯＫの会社からも多数の選手が出て

おられます。これからの活躍を期待し、オリンピックを楽し

みたいと思います。 

８月１７日（金）の例会は、ガバナー公式訪問です。例会

終了後のクラブ協議会には、五大奉仕委員長さんはもち

ろんのこと、皆様のご出席を宜しくお願い致します。 

理事・役員会報告 

１．入会候補者について 谷口氏 承認される。 

２．新会員所属委員会 末吉永久会員⇒親睦活動委員会 

３．7/２７ 納涼懇親夜例会会計報告 承認される。 

■感謝状伝達                   

米山功労クラブ／（財）Ｒ米山記念奨学会より 第２９回 

■出席報告 (会員数３８名)             

親睦活動委員会より （石井慎一会員） 

≪ＣＳＲゴルフ会開催のご案内≫ 奮ってご参加ください！ 

日時⇒ ８月２４日（金）スタート 07：58 場所⇒ ｷﾝｸﾞﾌｨｰﾙｽﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

 

■ニコニコボックス報告                    

★鈴木 美津江会長、杉本 峰康幹事 

永安会員、本日の卓話を楽しみにしております。王さん、

ようこそいらっしゃいました。ゆっくりお寛ぎ下さい。榊原

会員、立派な活動計画書が出来ました。有難うございま

した。 

★植松 省自会員 

寺澤さん、いつも、いつも、たくさんの写真を有難うご

ざいます。 

★金親 博榮会員 

７月２２日開催の「第１０回国際里山の集い」開催につい

ては、大勢の方々のご出席を頂き、盛会のうちに終える

ことが出来ました。皆様のご協力、有難うございました。 

★榊原 行彦会員 

息子が７月８日に結婚しました。念願の愛娘が出来まし

た。 

 

 

■８月度 会員誕生祝い・結婚記念日祝い             

≪誕生日祝い≫ 

２８日 小林 透会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

８日 酒井秀大会員 ２０日 寺澤一良会員 

 

■出席報告 (会員数３８名)                    

 

出席者数２８ 欠席者数１０ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２  修正出席率 ８０．５６％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

       

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ会報 

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場 オークラ千葉ホテル 

会 長 鈴木 美津江      幹 事 杉本 峰康          会報委員長 村田 紀之 

≪事務局≫ 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階    （☎ ０４３-２４５-３２０４）        

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽＦｅｅ 

8,000 円 

152,000 

 

累計 

 

240,000 円 

金の箱  300円 累計 1,165 円 

千葉ＲＣ 月 8/２７ 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/28 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/28 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 8/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 8/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



■幹事報告                     

・千葉幕張ＲＣ創立２５周年記念例会開催のご案内 

 日時⇒１０月２３日（火）点鐘 17：00 会場⇒アパホテル 

・８/２４（金）野球観戦例会議 点鐘１７：３０ 集合場所は次回 

 ・・・ 本日の卓話 ・・・ 

 

 演題…  『自己紹介』 

 卓話者… 永安 重治会員 

 

本年４月に、入会させていた

だきましたＡＬＳＯＫの永安でござ

います。 

本日は、自己紹介と言いまし

ても会社の紹介を織り交ぜた話

をさせていただきます。 

私は、昭和３４年早生まれ長崎県出身で、現在５３歳同

級生は戌と亥です。昭和５２年に高校卒業と同時に現在の

会社に入社し、社暦は３６年目に入っております。 

はじめの勤務は、警備員として、日本橋の某企業本社

ビルに勤務し、技術、営業と職種を変わりながら現在に至

っております。ここまでは、前任の上田とたいした違いは

ございませんが、大きく違うことがひとつ、上田は近畿、

九州、関東と広範囲を２０年近く単身赴任しながら現在は、

愛知県に勤務していますが、私は東京と千葉しか勤務経

験がございません。上田の多彩な趣味や話術に加えて

豊富な知識と比較すると、大きく見劣りするかもしれませ

んが、そういう訳でご容赦ください。 

 

ここからは、警備の話を織り交ぜて話しを

させていただきます。 

部数は少ないのですが、各テーブルには３種類の冊子

を回覧させていただいております。 

１冊目は、Always(オールウェイズ)と言うタイトルの冊子

で、当社のホームセキュリティーユーザー向けに３ヵ月毎

定期発行させていただいているものです。 

最近話題になっているものや施設の紹介、話題に関係

の深い人のインタビュー、料理のレシピから護身術まで、

まじめに読むと結構役に立つ話題も含まれています。今

回号表紙は東京スカイツリー、見開きページには当社グ

ループからロンドン五輪に出場している７人の選手紹介が

あります。特集は、話題の東京スカイツリータウンです。つ

い最近「東京スカイツリー」と周辺施設「東京ソラマチ」の

合計入場者が２ヶ月弱で１千万人を超えたことがニュース

になりましたが、当社グループが請け負う固定の施設警

備としては、最大規模の警備隊を運営しています。 

２冊目は、Ａ４版の「東日本大震災ＡＬＳＯＫの活動」と言

う冊子で震災の発生から約３ヶ月の被災地警備活動や支

援活動のうち、関係者の了解を得られたカットを活動記録

として紹介した記録集です。警備対象の施設が、流失ま

たは焼失した契約先も多く、かろうじて流失を免れても、

無人状態で放置されたＡＴＭが、こじ開けられ現金を持ち

出される被害も数件あったと報告されています。しかし、

備品や商品を手付かずのまま契約先へ引き渡すことが

できた報告、本社が東京を始めとする遠隔地で、現場の

情報を何も入手できないお客様に、施設の状況報告をさ

せていただき多くの感謝の言葉をいただいたことは、こ

の仕事をしていることの社会的役割を改めて感じる機会

でもありました。 

３冊目は、表紙に「ＡＬＳＯＫ CORPORATE GUIDE」と書か

れた当社の会社案内です。これも、宣伝ではなく、警備と

言う商品を感じていただくのに良くまとまった資料とし

てお持ちしました。警備業の、基本知識としてお聞きくだ

さい。 

「施設警備」１号業務 

機械警備という呼び方が、ある程度浸透してきました

が、遠隔監視している東京ガードセンターの風景が載っ

ています。千葉市美浜区幸町にも１４号線沿いに、これと

同等機能を持ち、規模が約三分の一の東関東ガードセン

ターがあります。この監視センターで２４時間機械警備の

警報受信、通報、電話対応を行っています。次は機械警備

の現場風景です。一般の事業所建物以外に、ＡＴＭコナー

や、自動車などの移動体、重要物品に設置して持ち去り

や移動を監視するシステムも導入例が増えています。 

次は、常駐警備です。制服を着た警備員が、巡回や受

付で不審者、不審物の侵入防止、早期発見、排除を行うク

ラシックスタイルです。 

「雑踏警備、交通誘導」２号業務 

イベントや祭り、道路工事や駐車場などで良く見かける

スタイルですが、事故のリスクも高く難易度が高い業務で

すが、初期投資が少なくてすむことも特徴のひとつで

す。 

「運搬警備」３号業務 

次は、警備輸送（現金や貴重品）業務です。お客様が、

現金を持ち歩いたり自分で保管するリスクをカバーして

います。核燃料輸送なども、このノウハウで実施されて

います。 

「身辺警備」４号業務 

これは、文字通り、密着して、個人を守る特殊な警備ス

タイルです。警備員は、専門の教育と訓練を受けていま

す。 

以上、駆け足で紹介しましたが、警備業務は、大別する

と４種類、それぞれに資格検定制度なども有り、定期的教

育も義務付けられている専門的な業務であることをご

紹介して、本日の卓話を終了させていただきます。 

              （文 永安 重治会員） 

 

       

第２３６８回例会 

≪ガバナー公式訪問≫ 

日時⇒ 平成２４年８月１７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話⇒ 『ガバナーご挨拶』 

国際ロータリー第２７９０地区 

 ガバナー 得居 仁様 

第２３６９回例会 

≪野球観戦例会≫ 

日時⇒ 平成２４年８月２４日(金) 点鐘１７：３０ 

  会場⇒ 千葉マリンスタジアム 


