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”君が代・奉仕の理想”Song

米山奨学生 グエン シン コン君Guest

Attendance

７７名 １１名 ７６．９２％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

皆さん、こんにちは。先週は、黒野ガバナー補佐始め地

区役員をお迎えして、懇談会・例会・クラブ協議会と、会

員皆様方のご協力でスムーズに行う事が出来ました。感謝

申し上げます。黒野さん、鈴木正徳さんには地区役員のお

立場で、心温まるご意見、ご指導を頂き誠に有難うござい

ました。

現在NHK大河ドラマ「真田丸」が放映されています。9

月15日は、戦国時代を終焉させた天下分け目の「関ヶ原の

」 。 （ ）戦い のあった日です そこで私の郷土あま市 旧美和町

出身の武将に蜂須賀正勝（通称小六）がおります。蜂須賀

家は、尾張国海東郡蜂須賀郷を拠点とした士豪で、正利の

嫡男として大永6年（1526年）に蜂須賀城に生まれまし

た。小六は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大

名です。最初は斉藤道三に仕え、次いで織田家に従い、一

夜城で有名な墨俣築城では秀吉の配下に加わり、その後も

秀吉が参戦した重要な合戦のほとんどに参加しています。

また、小六は戦働きだけでなく、政務や外交にも優れた能

力を発揮し、秀吉の天下取りを支える重要な家臣の一人で

ありました。秀吉の四国平定後、論攻行賞によって、阿波

一国十七万五千石を拝領しますがこれを固辞、小六の長男

家政に与えられました。晩年は病気がちとなりましたが、

秀吉の側近としての生涯を貫き、天正14年（1586年）亡

くなりました。享年61歳。関ヶ原の戦いで蜂須賀家は、小

六の息子は中立を保ち、孫の至鎮が家康に属して戦い家名

を保ち、その後大坂の陣で淡路を加増され阿波徳島藩の藩

主として明治維新まで存続しました。

９月１２日（第２１６６回）Today

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話「七宝焼あれこれ」

日展会友日本新工芸家連盟理事

太田 吉亮氏

９月２３日（第２１６７回）Next Week

担当 篠田正志 会長

演題 ガバナー公式訪問

津島RCと合同（ホスト 津島RC）

（9/26例会振替）



黒川元則 幹事Secretary Report

１ 篠田正志さんに第1回マルチプル・ポール・ハリス・

フェローピンが参りました。

２ 黒川元則さんにポール・ハリス・フェロー認証状とピ

ンが参りました。

３ 鈴木和彦さんに第19回米山功労者感謝状が参りまし

た。

４ 紅谷幸政さんに第1回マルチプル・ポール・ハリス・

フェローピンが参りました。

米山奨学生 グエン シン コン君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

黒野君、鈴木正徳君、先週は有り難うございました。

素晴らしい東海年度打上でした。東海君、お世話にな

りました。

本日は新会員卓話です。藤田隆志君、山田広明君、よ

ろしくお願いします。

7日より地区補助金事業でモンゴルへ行って来ます。

横井久雄 副会長

新会員卓話、藤田隆志君、山田広明君、よろしくお願

いします。

黒川元則 幹事

本日、新会員卓話よろしくお願いします。

東海年度理事会打ち上げ参加の皆さん、お疲れ様でし

た。東海パスト会長、有り難うございました。そして

お疲れ様でした。

大竹敬一君

東海直前会長、皆さん、打上の花火とゴルフ、楽しか

ったです。有り難うございました。

児玉直前幹事、篠田正志会長、高山PP、いびきで迷惑

かけました。

黒川幹事、色々と有り難う。

西川君、黒川君、お車大丈夫ですか？

伊藤正征君

東海年度打ち上げ旅行に参加し、東海会長の添乗員と

しての「おもてなし」に感謝。諏訪湖の2万発の花火



に「涙」がこぼれました。

翌日の三井の森へ親睦コンペ、ラッキーが重なりまし

たのでニコボックスへ。沢山の思い出と共に、東海会

長有り難うございました。

東海広光君

東海年度「理事会打上の会」参加の皆様、お疲れ様で

した。諏訪湖の花火、度肝を抜くオープニングにびっ

くり。見る場所、風向き、天気、気温、全てが最高で

した。これで私のあまRC第47代会長としての仕事も

全て終わり、ほっといたしています。皆様、ご協力誠

に有り難うございました。

私も9月1日をもちまして、66歳となりました。昨日

9歳年上の北野パスト会長に、ドライバーで50ヤード

前に飛ばされ、がっかりいたしましたが、これを糧に

あと10年は努力と設備投資をして頑張る目標が出来ま

した。北野パスト会長、有り難うございました。

山田幸治君

ビデオカメラがVHSから8ミリになり、50ミリのテ

ープになり、現在はテープもなくなりました。映像は

綺麗です。

山田尊久君

夜空に浮かぶ花火の花。次の日、諏訪湖を前に対岸の

白い建物、緑の山波そして青い空、スケッチにも力が

入りました。東海年度の皆さん、有り難う。

後藤雅光君、後藤 眞君

2人で1000円です。お金がないのはつらいなぁ。

家田安啓君

今日からピロリ菌退治です。

今西邦弘君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

東海年度の打ち上げ懇親会、お疲れ様でした。驚愕の

花火大会、腹に響きました。

黒野晃太郎君

ガバナー補佐訪問 「いやな」あまRC、津島RCが終、

わりました。残り4クラブです。

栗木和夫君

東海年度打ち上げ有り難う。楽しかったです。

児玉憲之君

、 。東海年度打ち上げ旅行に参加の皆様 お疲れ様でした

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

宮下忠克君

ドラゴンズ、勝敗がついての6連勝。我が人生をみて

いる様です。来シーズンもご声援を！

水野 眞君

災害の日に備品整備。賞味期限の海部百年の缶詰め、

出来たてのカステラみたいでご馳走様でした。

酒井和雄君

ニコボックスの皆様、何時もご苦労様。

田中正博君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様。

上田博行君

２ヶ月で５名の皆様に米山功労者になっていただきま

した。米山奨学委員会として感謝申し上げます。

合 計 ６０，０００円

新 会 員 卓 話

藤田隆志君

昨年７月に入会させて頂いた、藤田隆志です。藤田秀樹

さんと違い気の利いた話はできませんが、宜しくお願いし

ます。

さて、私は父が大竹初代会長をスポンサーにこのクラブ

でお世話になったご縁もあり、入会させて頂きました。本

来でしたら、父の思い出話を交えながら自己紹介を中心に

お話させて頂く所です。ですが本日はその話はしません。

理由は2つ。1つは、もう入会して１年以上経つのに自己紹

介はないという事。もう１つは、職業は警備会社ですが１

箇月ほど前、愛知県警備業協会専務理事の田中さんが、卓



話をされました。大変残念だったのは、警察のお話だけだ

。 、 、ったことです 私も ずっと畑違いの業界にいましたので

判るのですが警備の仕事は、あまり一般には知られていま

せん。是非 『警備業とは何をしているのか？』について、、

その実情・限界と可能性についてお話したいと思います。

内輪の話も多いので、ここでの話は、他言無用にてお願い

します。

◆皆様、警備業と聞いて思い出すのは、何でしょうか？一

番身近に思い出されるのは、ホームセキュリティではない

でしょうか。泥棒が個人住宅に侵入してセンサーが反応し

たら待機所と言われる、警備員の詰所から、現場へ駆けつ

ける （警備業法では発報して25分以内に現場到着できる。

様、待機所を設けること）となっています。しかし今どき

の泥棒は、5分～10分程度で仕事を済ますようです。待機

所が遠いと間に合いませんね。捕まえるのが全ての目的で

はなくて、防犯も大切です。窃盗犯は、待機所が近いかど

うかわからないですから。但し、昨年から愛知県警察から

即時通報の通達がでています。通常は発報した際、機械は

誤報があるので現場へ急行し状況確認してから、110番通

報でした。それが発報即、110番通報となりました。愛知

県の侵入盗の発生件数は全国No.1の為です。警備員より先

にパトカーが到着して泥棒が検挙される例も出てきていま

す。守る財産の多い皆様方は是非、ご契約ください。

次に思い浮かぶのは、道路で旗を振っている隊員でしょ

うか。先輩方の中には、故 宇津井健さんと言われる方も

おられるでしょう。拳銃は米軍基地以外はもてません。警

備業のイメージというと、そんな所だとと思われます。し

かし、実際にはもっと幅が広いです。ちなみに私どもの会

社は、ホームセキュリティも道路の旗振りも、どちらも行

っておりません。主に施設警備（１号業務）と言われる人

の警備が中心です。

では、警備員は具体的にどんな仕事をしているか。警備

隊毎にお客様から求められることが千差万別なのが実情で

す。他社は判らないので、当社が実施している具体的業務

を一例として申し上げます。

建物内の巡回。窓・ドアの鍵を全て確認。物陰に不審者

がいないか、不審物が置かれていないか。商業施設なら、

トイレにお客様が取り残されていないかも確認します。女

性トイレの入り口で『巡回入ります』と大声で言ってから

入ります。防災面では、タバコの火の始末、ガスの元栓、

熱をもつ電気機器の点けっぱなしがないか。消火器が所定

の場所にあるか、非常口付近や、その通路が荷物等で塞が

っていないか、防火シャッターが下りる部分に物がないか

も確認します。商業施設なら、病人がでた際介抱やAEDで

の蘇生、消防への通報と救急車到着時の速やかな誘導。消

防訓練のサポートも実施しています。スーパーなら、いわ

。 、ゆる万引きＧメンもおります 最近はプロの窃盗犯により

はめられることもあります。制服警備員も巡回時に、棚の

商品がごっそり抜けていないか、挙動不審なお客様がいな

いかをチェックします。昔の用務員さんみたいな雑用的な

仕事も、一部のお客様では本来の警備業務と同時にしてい

る場合もあります。機械警備においては、住宅はしてませ

んが、官公庁関係の建物は行っています。機械警備を実施

しながら、夜間に敷地内の不審者がいないかと、建物の外

側から不審な点が無いか確認。侵入の有無等がないかの夜

間定期巡回をセットでしています。卒業式になると未だに

窓ガラス割られます。身辺警備(ボディガード）では、株主

総会での議長を守る仕事もしてます。

警備会社の重要な役割としては、事故発生時の損害に対

する保障があります。社名に『保障』がついています。当

。 。社も10億円の賠償保険に入っております 保険料高いです

この様に、安心・安全・財産を守る、責任の重い、やりが

いのある仕事なんです。

監督官庁である警察の方が業界の集まりで挨拶される際

は、必ず枕詞に『日頃は警察業務を補完頂き』と言われま

す。ちなみに愛知県の警察官の人数は、1万4千人。警備員

の人数は3万3千人。2倍以上もいるわけです。

ただ、警備員の限界もあります。警察官と違って権限が

無いことです。警備業法第15条に『特別に権限を与えられ

ているものではない』と明記されています。例えば、逮捕

や職務質問は基本的にできません。権限は無いのです。現

行犯逮捕はできますが、これは実は一般人でも認められて

。 。 、います 武器も持てません 所轄の警察署に申請を出せば

警戒棒（警棒に似たもの）は持てます。重さや長さに制限

、 。があり あくまで護身のもので攻撃は認められていません

ですから、警備員が危険を冒して犯人を取り押さえると、

警察からは表彰されます但しその一方で警備業を管轄する

生活安全部からは、叱られます。正しい業務は周辺の一般

人を避難させ警察に通報し、逃走した際の方向と車のナン

バーと車種等をメモする。で、警察に引き継ぐことが正し



い業務という訳です。ちなみに護身用具以外で警察署に申

請が必要なものに警備員の制服があります。業法では警察

官と区別がつくこととありますが、区別がつかない位、似

ていますよね。だから制服を無くすと非常に問題視されま

す。昔の３億円事件ではないですが、悪用される可能性が

あるわけです。ですから隊員さんは、基本、制服を持ち歩

いたり、車中に置きっぱなしにしません。必ず、警備先で

鍵付きのロッカーで保管するか、夏の暑い時期でも制服の

上から、上着を羽織って帰宅しています。

さて業界全体の現状について少しお話します。全国大手

の会社は、人の警備は下請け会社にさせて、機械警備に特

化しています。なぜなら大手は規模のメリットがあり機械

警備の方が儲かるから。今後機械化の流れはどんどん進む

と思われます。人不足が深刻だからです。全業種の問題で

すが、特に警備業は法律で派遣は禁止されている。外国人

も、監督官庁である警察庁から指導が入り、原則雇用は難

しい状況です。介護と並んで給与が安い。危険のイメージ

があり、学生の人気がない。しかし人を配置しなければ、

売上は立たない。隊員を社会保険に入れないでコスト削減

し、安売りする業者が後を絶たず、料金は低位安定。ほぼ

。 。愚痴になってすみません また最近はすぐやめる人も多い

業界平均で3年未満の隊員が40％を占めます。これでは良

い警備はできない。今、警備業協会の青年部では、イメー

ジ向上の広報活動や、法令遵守徹底の仕組み作りや、関係

省庁への働きかけに取り組んでいこうとしています。こう

いった取り組みにも参画して、道のりは遠いですが実現さ

せていく所存です。

最後に、ここからは、自社の話をさせて頂きます。弊社

は人の警備が中心で、時代の流れにはそっていませんが、

当面このまま進みます。機械と違って人の警備は、3つの

優位性があると思っています。

①常に新しい危険予測ができ準備できる （機械は事前のイ。

ンプットと発生後追い）

②逆に予測できない突発事項に柔軟に対処できる。

③コミュ二ケーション能力がある （サービス業必須）。

以上の点から、まだまだ機械に取って代わられないと思っ

ています。そして弊社の強みは人にあります （質・量）。

④隊員の人数が多い（県730社中7位）

⑤管理スタッフが比較的優秀かつ人数が多い。

この強みを磨き、生かすと共に、先ほどの機械より優位に

ある能力を発揮する様にしたい。当社の重点課題であると

考えているのは

①隊員の人材確保と定着

②実践的な教育と自律的向上の風土創り。

今期、第一歩として給与制度を一部改訂しました。1年毎

の契約社員だっものを正社員・無期契約にしました。評価

制度を導入し給与への反映も実施します。次に評価する側

である管理スタッフ育成登用の為の研修制度も始めます。

、給与や研修はお金のかかる事ですからリスクもありますが

できる範囲で少しずつ前へ進めたいと思います。

、 、 、警備は お客様と社会に信頼され 安心・安全を提供し

財産・笑顔を守るのが使命だと私は考えます。その実現の

為に、ここにおられる、諸先輩方にも学びながら、これか

ら頑張っていきたいと思います。以上の決意をもってお話

を終わります。ご清聴ありがとうございました。

山田広明君

皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました、

6月に入会させていただきました山田でございます。先々

週の水曜日に新人卓話の話をいただきまして、さて、何を

話したらいいのか悩んでおりましたが、ありきたりかもし

れませんが、自己紹介のような話をさせていただきます。

人前で話すのが大変苦手でありますゆえ、非常に聞き苦し

いところがあろうかとおもいますが、どうかよろしくお願

いします。

私は、昭和42年3月7日生まれの今年で49歳です。生ま

れも育ちも蟹江町でありまして、学生の頃は外へ出たいと

思っておりましたが、蟹江の空気が私には合うのか、今に

いたっております。仕事は、山田建設株式会社で取締役社

長をしております。私で4代目になります。主な仕事は土



木工事及び軌道工事を生業としております。皆さん軌道工

事はあまり聞いたことないと思われますので、簡単に言え

ば電車のレールを敷いたり、砕石等の補充及びメンテナン

ス等を行っております。主な取引さきは近畿日本鉄道、JR

東海、名古屋市交通局、名古屋鉄道等がございます。創業

、 。は明治21年でありまして 今年で創業128年になります

100年以上の歴史があると聞いておりましたが、今回の新

。人卓話があるきっかけで会社の歴史を勉強して参りました

私自身としましては、子供の頃はただ漠然と会社継ぐの

かなと考えておりました。それから色々紆余曲折がありま

したが、結局は平成元年に学校を卒業しまして、すぐに会

社に入社いたしました。実は就職先は自分で探してこいと

言われておりまして、まあ当たり前のことなんですが、そ

の頃は世の中はバブル景気の真っ最中でありまして、就職

先なんかすぐに見つかるじゃないかと高をくくっておりま

したが、経営者の息子と言うことで、やがて帰ってしまう

じゃないかと言われまして、中々就職先が決まらずに、結

局、会社に入り出向と言う形で鹿島建設さんにお世話にな

ることになりました。

鹿島建設さんには約3年弱お世話になりました。今思え

ば、恥ずかしい話ですが、測量はまともに出来ない、計算

すればミスばかりで本当に現場の先輩方には多大なるご迷

惑をかけてしまいました。そんな私を根気強くご指導頂き

まして現場の先輩方にはほんとに感謝しております。実際

のところ、当社のことがあまり鹿島さんには知られていな

かったので割と気楽に仕事が出来たと思います。やはり、

2世というプレッシャーは常に思ってはいました。私は出

向と言う形でしたので、なぜか、残業手当等の各種手当て

がありませんでした。修行させて頂いてるのだからしょう

がないと思っていました。後々、父からお前はその点は偉

いなと言われたことを覚えております。ちなみに当社とい

たしましては、たとえ社員が出向した場合は各種手当てに

おきましては必ずついておりますので、あしからずご了承

ください。そんな鹿島さんと最近お仕事をする機会があり

まして、ご挨拶に伺いましたところ、覚えていた方がお見

えになりまして、色々とご迷惑をかけた記憶がよみがえり

ひどく気恥ずかしい思いになりました。

さて、3年弱で会社に帰りまして、主に現場監督をして

おりました。その後営業部になりまして、結婚をし、子供

も生まれましてそれなりの生活をしていきつつ、平成19年

に社長に就任しました。しかしそのころは景気は非常に悪

く、赤字まではいかなかったのですが、経営は非常に厳し

い環境であったと覚えています。私自身大変なときになっ

てしまったなと感じておりました。そんな時に、同業者の

社長さん達とお話する機会がございまして、お酒も入った

時にふと景気が悪くってほんと困ってますと愚痴をこぼし

たところ 「たとえ会社が少々調子悪くっても社長たるもの、

暗い顔をしていては駄目だよ。例えから元気でも笑顔でい

なければ社員が不安がって悪影響を起してしまうよ」と言

われ、成る程と社長が暗い顔なんかしていては駄目なんだ

なーとつくづく思いました。それから、極力笑顔でいよう

と心がけていますが、元がこんな人相ですので効果のほど

はよくわかりません。でも社長なってから、本当5～6年は

苦しい時期が続きました。そんな状況の中、社内の若返り

を多少行いまして、意見が言いやすい、風通し良い社内作

りを行ったところ、それに伴い社員のみんなが一丸となっ

て本当によく頑張ってくれました。そのおかげと近年のア

ベノミクスの効果が多少ありまして、なんとかやっていけ

ているのが現状であります。

今現在、私が悩んでいますのは、少子高齢化による担い

手不足であります。社員からも新人を入れてほしいとの声

。 、も多数頂いております 就職担当には学校に足繁く通って

先生に良い生徒を回してくださいとお願いしてくださいと

言ってはおるのですが、元々土木系の学生さんが少なく、

また、最近の景気動向により土木系技術者の求人がぐんと

増えておりまして、どうしても地方の零細企業より、学生

さんが大手企業さんを選ばれてしまうというのが現状であ

ります。それと、作業員さんの数もずいぶん減ってしまい

ました。当社にも青森と秋田の方より出稼ぎの方が来てま

しだが、最盛期には15名程度来てのですが昨年でとうとう

0人になり途切れてしまいました。理由としましては地元

でも充分仕事があると言うことと、やはり高齢化というの

が理由だそうです。これも時代の流れでしょうがないこと

でありますが、他の同業者さんに聞いても以前は来ていた

。 、けども今は来てないとのことです 当社といたしましては

現状は何とかやりくりして現場を動かしていますが、将来

的にはかなり厳しいなと危惧しております。

少々暗い話になってしまいましたので、私の趣味の話を

。 、させて頂きます 下手の横付きという部類になるのですが

一応ゴルフをしております。スコアの方は、あまり自慢で



きるほどではないのであしからずご了承ください。始めた

きっかけは、父から仕事上のお付き合いがあるからやりな

さいと言われたからです。最初はあまり練習もいかずにぶ

っつけ本番でコースにいくものですから、空振りばかり、

前へ中々進んでいかず全然面白くなかったのを記憶してお

ります。しかし、ある程度スコアがまとまってくると、少

しずつ面白くなり、またコースに行きたいなと思えるよう

になりつつ、でもなかなか上手く行かないなと悩んだりす

るのもまた、楽しいのかなと思っております。また、妻も

最近ゴルフを始めまして、たまに二人でコースを廻る事が

ありまして、こうして夫婦で共通の趣味を持つことによっ

て普段の会話が多少増えてきたのかなと思っております。

また、たまに、プロのトーナメントを見に行くこともあり

、 。まして 最近ですと中日クラウンズを観戦して参りました

男子プロの打球はすごく早くてなかなか見応えがありまし

た。また、トーナメント観戦ですとカートに乗らずに歩か

なくてはいけないので、多少の運動不足解消になるかなと

勝手におもっております。

最後になりますが、本日は貴重な卓話のお時間を私のと

りとめのない話にお付き合い頂きましてありがとうござい

。 。 。ました これからよろしくお願いします 以上であります

親睦活動委員会

９月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

川口 信義 S..11.9.3 河瀬千賀子 9.15

東海 広光 Ｓ.25.9.1 鈴村 玲子 9.15

稲垣 秀樹 S33.9.4 黒川 康代 9.25

敬称略 今西久美子 9.16

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも

健やかなれ

趣 味 の 会 報 告

「釣り部会 親子で楽しくハゼ釣り大会」

日時 8月27日（土）8:00～11:30

場所 木曽川マリーナ

昼食 12:00より元海にて

5家族総勢30名の参加で天気も良く楽しいハゼ釣り大会

になりました。特に子供たちにとっては、夏休みの楽しい

思い出になったと思います。



結果

ハゼの大漁賞 栗木さんのご家族

ハゼの大物賞 真木さんのご家族

外道の大漁賞 舩原さんのご家族

外道の大物賞 伊藤英毅さんのご家族

残念賞 板津さんのご家族

例会日 クラブ名 場 所

9/13 火 名古屋錦 名古屋ガーデンパレス（ ）

7/23 水 名古屋名北 APAホテル（ ）

9/20 火 名古屋名東 国際ホテル（ ）

名古屋城北 休会

名古屋名南 休会

9/21 水 名古屋南 名古屋観光ホテル（ ）

名古屋守山 休会

9/23 月 津島 ツシマウール会館（ ）

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 25

「県天然記念物 下萱津フジ －あま市下萱津－」

新川の堤防沿いに樹齢350年と伝わるフジの木があり、

県天然記念物に指定される。萱津のオオフジと呼ばれ、開

花時期には大勢の見物客で賑わった。しかし東海豪雨によ

る被害および新川の護岸工事の影響で、樹勢が衰えここ十

年ほど一般公開を見送ってきたが、平成25年度より地元の

厚い要望を受け 「思い出が語れるフジ！」として公開を再、

開し2日間限定ではあるが、今も多くの見学者でにぎわっ

ている。今年度は4月29日、30日に一般公開する （雨の。

場合は中止）

ロ シ ア 紀 行 5

山田幸治君

○ 黄金の環ー１

モスクワの北東部に12～13世紀に栄えた古都が点在し

ています。黄金色に輝く教会や修道院が沢山あります。モ

スクワ、セルギエフ・ポサード、ヤロスラヴリ、スーズダ

リ、ウラジミール。これらの都市を繋ぐと環状になり 「黄、

金の環」と呼ばれています。

私たちはクレムリンと聞くと、モスクワの赤の広場に隣

接するクレムリンを想い浮かべます。クレムリンとは城壁

に囲まれた要塞のことです。ロシアでは中世に都市ごとに

沢山のクレムリンがあって、お互いに戦いをしていた様で

す。


