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回例会
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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 53 名・免除者欠席 10 名・欠席 16 名・ビジター 0 名 ・出席率

67.09 ％

《８月１日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 53 名・免除者欠席 11 名・欠席 15 名・メークアップ 15 名・修正出席率 100.00 ％
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『警備業の現状と課題』
新会員

谷川

辰巳 様

（㈱イーグル警備保障 代表取締役社長）

本年1月より、お世話になって
おります谷川です。私が警備業を本業としてい
ますので、本日は警備業の現状を踏まえながら、
卓話させて頂きたいと思います。ちょっと愚痴
っぽくなるかもしれませんが、よろしくお願い
致します。
警備業は昭和37年に誕生して以降、様々な困
難を乗り越えながら現在まで発展を遂げてきま
した。昭和47年、規制法である警備業法が制定
施行されましたが、当時に比べると売り上げは3
倍以上、警備員数は13倍以上に増えています。
警備業と一言でいっても、多種に渡ります。
現在は、4つの区分の中に計9つの種別を抱えて
います。
まず1号業務と呼ばれる区分の中には、施設警
備業務、保安警備業務、機械警備業務、空港保
安警備業務という4つの種別が存在します。2号
業務は交通誘導警備業務と雑踏警備業務、3号業
務は貴重品運搬警備業務と核燃料物質等危険物
運搬警備業務、そして最後に4号業務には、身辺
警備業務という種別において成り立っているの
が警備業です。
細かな規制や決まり事は沢山あるのですが、
根本には警備業法第15条の基本原則がありま
す。この15条は2項目ありますが、まず第1項で
は警備業者や警備員には特別に権限があるわけ
ではないことを明記しています。分かりやすく
いえば、警備員には警察官等が持っているよう
な特別の権限はなく、職務質問類似行為等を行
うことはできません。警備業は各都道府県公安

委員会の認定を受けて行うものであり、警察に
よるチェックが非常に厳しい職種です。2項で
は、労働争議等が行われている施設の施設警備
業務に従事する場合でも、憲法で認められてい
る正当な行為に立ち入ってはいけないことを定
めています。また、誰でも警備員になることが
できるかというと、そうではなく、警察官にな
ることができる要件に近い条件が定められてい
ます。警備業は、公安委員会はじめ、警察組織
からのチェックが非常に厳しい業種であるとい
えると思います。
警察の取り締まりの厳しさという部分を少し
ご紹介します。毎年1回は必ず、警察官の立ち入
り検査があり、場合によって臨時の立ち入り検
査もあります。その場において根掘り葉掘り調
べられ、毎年、営業停止をはじめとする様々な
処分が下されている現状があります。警備業者
の違反をチェックする機会は沢山存在します。
また警備員個人の犯罪状況も改善傾向にはあり
ますが、毎年起きている現状があります。我々
警備業者側としても、日々の警備員の指導教育
に力を入れ、信頼される業界になるために努力
しています。
どの業種でもそうかもしれませんが、警備業
界での人手不足は喫緊に解決すべき課題として
挙げられています。しかし警備業は、女性や外
国人が活躍する場の少ない業種であるという事
実があります。またAI技術の導入によって効率
化を図ることも難しい職種です。何故、このよ
うに先行きが見えにくい職種で商売をしている
のか、ふと疑問に思うこともありますが、この
ような課題に日々向き合いながら前向きに行動
していきたいと思います。

例会記録
○ロータリーソング「四つのテスト」
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会長 古賀
巖
2週間ぶりの例会です。前回
8月8日の例会は、佐世保西RCと
合同の福田ガバナー公式訪問例
会でしたが、多数のご出席を頂
きありがとうございました。
13日に、松尾文隆会員のお宅の
初盆に、クラブを代表してお参りをしてきました。
また、台南RCから2019年の1月11日に、創立
65周年記念式典を開催するとの案内が正式に届
きました。9月の理事会にて訪問日程を決めたい
と考えています。
前回例会では地区大会まで100日ありました
が、お盆の間にあっと言う間に時が進み、本日
は90日を切ってしまいました。地区大会が今す
ぐにもやってきそうな感じがしております。ま
すます準備に力を注いで頂いているところだと
思います。
さて、本日は新会員の谷川辰巳さんの卓話で
す。楽しみにしていますので、よろしくお願い
します。今日は新会員の卓話ということで、8月
の会員増強月間にちなんで少しご紹介します。
ロータリー章典には、会員の職種は、地域社
会の職業と事業を適切に反映するよう、クラブ
が努力すべきであると記載されています。
さらに、今年の会員増強ガイドには、時代を
反映した新しい職種、起業家、在宅ビジネス、
若い職業人、定年退職者、地域で率先してボラ
ンティア活動をしている人なども候補に考えよ
うとあります。会員増強の候補者選びの際の目
線を、我がクラブの尺度は大事にしながらも、
時代の変化に応じて時には柔軟に変える必要も
あろうかと思います。
いろいろな職業の会員がいれば、さまざまな
分野の知識や洞察力、スキルを生かした活動が
でき、会員の意見を大切にして、クラブ内での
コミュニケーションを積極的に行い、スキルや
専門分野を役立てて活躍の場が与えられること
で、積極性が引き出され、クラブに留まり続け
る可能性が高まるとも記載されています。
したがって、今年度の第2740地区の会員増強
の目的である、退会防止に力を入れるというこ
とに繋がる一つの方法だと思います。
かつての宇久島映画祭の事業がそうだったよ
うに、今回の地区大会こそ、会員それぞれが役
務を任せられて活躍の場が与えられ、会員みん
なで取り組み、佐世保RCらしいスマートな地区
大会を実現することで、クラブの評価も上が
り、会員が誇りを持てる魅力を持ったクラブと
なって、退会防止に繋がる一番のチャンスだと
考えます。
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幹 事 報 告
幹事 大久保利博
会長 吳志夏（Summers）さん
幹事 林哲賢（Jerry）さん
65週年実行委員長 周亮宏（E.S.）さん
国際服務主委
邱栄政（Roger）さん
創立65週年記念式典に関するお知らせ
前夜祭
日時／2019年1月10日㈬ 16:30〜21:00
記念式典
日時／2019年1月11日㈭ 16:00〜18:45
受付開始 16:00〜
晩餐会 19:00〜21:00
2次会
21:15〜 一階ラウンジにて
会場／台南大億麗緻酒店（Tayih Landis Tainan）

１．台南RC

２．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま Vol.221号」が届いて
おります。
３．RI第2740地区
2018-19年度ガバナー
福田 金治さん
地区職業奉仕委員会 委員長 山本 正樹さん
職業奉仕セミナー開催についてのご案内
日時／2018年9月8日㈯
13:00 受付開始
14:00 開会
16:00 閉会
会場／武雄センチュリーホテル
講師／2018-19年度 RI第2510地区
地区職業奉仕・基本理念委員会
委員長 玉井 清治さん
（函館亀田RC）
４．RI第2740地区
2018-19年度ガバナー
福田 金治さん
クラブ管理運営委員会
委員長 竹田 健介さん
会員増強委員会 委員長 加納洋二郎さん
公共イメージ委員会 委員長 久保 泰正さん
全 クラブ会員を対象とする研修会及び懇親会
のご案内
研修会内容／ロ ータリーの基礎知識や専門
知識及び会員増強に関する内容
日時／2018年9月18日㈫
15:00 受付開始
16:00 開会
18:30〜20:00 懇親会
懇親会費／1人 5,000円
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス
締め切り日／2018年8月31日㈮
対象／全会員

５．提唱 佐世保東RC
会長 川中 裕二さん
佐世保東RAC 会長 高取 春佳さん
地区代表公式訪問例会のご案内
日時／2018年8月19日㈰ 16:45 登録開始
17:00 点鐘
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
登録料／3,000円
６．地区ローターアクト
委員長
西畑栄一郎さん
代表
樋口 太助さん
地区幹事 板山 航太さん
ローターアクト研修会実行委員会
委員長
瀧浪 孝憲さん
（唐津東RAC）
地区行事「アクトの日」のご案内
日時／2018年9月9日㈰ 9:30〜 受付開始
会場／北多久社会体育館（多久市北多久町）
内容／ローターアクト運動会
登録料／会員 2,000円、RAC 1,000円
※当日徴収させて頂きます。
登録締め切り日／2018年8月31日㈮
７．佐世保西RC、佐世保東南RC
「 クラブ現況と活動計画書 報告書」が届き
ました。
８．大村RC
「週報No42

No1〜5」が届きました。

委員会報告
地区会員増強委員会
委員長 加納洋二郎
全クラブ会員を対象とする研修会
及び懇親会のご案内
日時／2018年9月18日㈫
16:00 開会
16:00～18:00 セミナー
18:30～20:00 懇親会
会場／九 十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス
今回の研修会はクラブ管理運営・会員増強・
公共イメージの3委員会の運営による合同セミナ
ーとなります。福田金治ガバナーの今年度の重
点事業として、ロータリーの基礎知識や専門知
識及び会員増強に関する内容になっております。
会員増強については、近年の会員減少傾向が
各クラブの共通の問題であり、特に新しい会員
の退会者が目立つことから、退会防止が増強の
一つの手段と捉え、如何に防止策を考えるかを
テーマとした研修会と致します。
特に佐世保RCの皆様には、当日の運営のご協
力を兼ねて、是非ご参加頂きますようお願い申
しあげます。

雑誌の時間
親睦活動委員会 福田 金吾
普段はほとんど『ロータリー
の友』も見ることがないのです
が、今回ばかりは何号かを読ま
せていただきました。
さて、ご存じのようにロータ
リーは月ごとに特別月間が設定
されておりますが、8月は「会員増強・新クラブ
結成推進月間」となり、当クラブにおいては会
員増強をいかに図っていくかという月になって
おります。当然ながら『ロータリーの友』にも
この会員増強のフレーズが躍るわけでありまし
て、直近の2018年8月号では“会員増強の可能
性”というタイトルで記事が掲載されておりま
した。
アメリカのクラブで、入会促進と会員維持の
ための10か条を策定し、実践することで会員増
強に成功した事例が紹介されており、その10か
条の中でも“クラブの強みを知る”という項目
が特に大事なことであると感じました。われら
が佐世保RCの魅力や強みをより深く理解し、確
認することは、勧誘をする上での強力なツール
にもなります。
また、少し話は変わりますが、会員維持・増
強に関係が深いこととして、クラブ運営に大幅
な柔軟性を認めるということが、2016年の規定
審議会で決定され、大きな一つの変化となりま
した。クラブの裁量によりますが、例会の頻度
や出席に関する規定等に、幅を持たせたことが
代表的な変更点かと思います。これらは主に新
クラブや守備地域が広範囲なクラブをターゲッ
トとしているはずですが、この“柔軟性”とい
うキーワードは、これからの10年、20年後、さ
らにはもっと先のクラブ運営や会員の維持・増
強に関して、大変大きな意味をもつものである
とも感じております。
世界のロータリー会員数は、この20年間120
万人台で増加をせず、年齢層が少しずつ上がっ
てきているそうです。ロータリーに限らず、日
本国内においては、多くの場面で人手不足とい
う問題が大きく横たわっております。クラブ、
そしてその基となるそれぞれの職業において、
変えるべきではないもの、積極的に変化させて
いくべきものの選択はありますが、この“柔軟
性”に、これらの問題に対する、有効な一つの
ヒントがあるのではと強く感じた次第です。
元気で活気のあるクラブに、会員の数は重要
な要素です。今後は、会員の増強・維持に貢献
できるよう“クラブの強みを知る”こと、そし
て“柔軟性”を念頭に活動をして参りたいと存
じます。
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退会挨拶
高畑 和憲さん
この度の弊社の人事異動で転
勤が決まり、本日の例会で最後
となりました。2年間という短い
間ではございましたが、大変お
世話になりましてありがとうご
ざいました。お陰様でとても充
実した佐世保の単身生活を送ることができました。
次は東京浜松町にある東京支店に参ります。
またどこかでお会いする機会もあると思います
ので、今後ともよろしくお願い申しあげます、
ということで挨拶に代えさせていただきます。
本当にありがとうございました。

慶

祝

出席・例会委員会 安福 竜介
◯出席100％表彰
菅沼宏比古さん（21回）、井口 東郎さん（2回）
安部 雅隆さん（1回）

等学校野球部が特集されていました。そこで
安部雅隆さんへお祝いの一首。「九文の 斬新野
球は 総選挙 目標定め 若者燃える」。
井口 東郎さん
出席100％表彰ありがとうございます。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、米倉洋一郎さん
坂本
敏さん、安福 竜介さん
福田 金吾さん、長浜 陽介さん
平尾 幸一さん、草津 栄良さん
池田 真秀さん、坂元
崇さん
河原 忠徳さん、黒江 章雄さん
富永 雅弘さん、加納洋二郎さん
筒井 和彦さん、西田 勝彦さん
円田 浩司さん、中川 知之さん
橘髙 克和さん、北野 慎司さん
大神 吉史さん、納所 佳民さん
芹野 隆英さん
新会員 谷川辰巳さんの卓話に期待してニコニ
コします。
古賀
巖 会長、木村 公康さん
8月18日に行われました、朗遊会にて入賞し
ましたのでニコニコします。

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

29,000 円
230,000 円

＊9月 例会卓話者予定＊
9月5日

ニコニコボックス
親睦活動委員会

河原
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北野

（いちよし証券㈱

忠徳

遠田 公夫さん
先週の朗遊会コンペで優勝させて頂きまし
た。勝因は、ご同伴頂いた円田浩司さん、川添
秀則さん、長浜陽介さんと大笑いしながらプレ
ーできた事、スコアは川柳のような5、7、5、
7、7ばかりでしたが、運よくハンディホールに
なっていたお陰です。そこで、スコアにちなん
だ川柳で、ニコニコ致します。「朗遊会 目玉
･OB･4パット 弾むトーク お笑いショットで
幸運つかみ」。
次は、同じような実力の古賀 巖会長、納所
佳民さん、加納洋二郎さんにもチャンスが巡る
ことを祈念致します。
おまけ：日曜日早朝、NHKで九州文化学園高

クラブ会報委員会

新会員卓話

委 員 長
副委員長

大神
黒江

慎司さん

佐世保支店長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月 1日㈯ 12:00〜13:30
場所／親和銀行本店前
日時／9月 4日㈫

街頭募金

例会中止（体育祭準備の為）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

９月20日まで （夏休みの為）休会
＊西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊R ACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：大神
（カメラ担当：長浜
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

吉史）
陽介）

