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奉仕の理想
四つのテスト 萩原庸嘉会員
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東井
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セコム株式会社 藤沢北⽀社
太⽥ 佳佑様

重和 会⻑エレクト

今後の予定
2018-2019 年度／堂前

慶之会⻑

50 周年記念事業のダンスのチラシが刷り上がりました。
現在、実⾏委員会で打合せが進⾏していますが、3/10 の
当⽇は会員の皆様のご協⼒をよろしくお願いいたしま
す。前事務局の佐野さんが委員⻑を務められている伊勢
原市男⼥共同参画推進委員会からフォーラムの案内が届
いています。テレビでも活躍するブルボンヌさんを講師
に迎え「LGBT について考えましょ♪ふつうってなに︖」
というテーマで 3/2（⼟）講演が開かれます。ブルボンヌ
さんは内⽥会員の友⼈だそうです。⽇本はジェンダーフ
リーについてはかなりの後進国です。事前申込制となっ
ていますので興味をお持ちの⽅はお早⽬にお問合せくだ
さい。伊勢原 JC からも SDGs 実践セミナーの案内が届い
ています。SDGｓとは 2015 年、国連において全会⼀致
で採択された「Sustainable Development Goals」の略
称で、⽇本では「持続可能な開発⽬標」と訳されます。最
近の新聞紙⾯では、ほぼ毎⽇ SDGｓに関連する記事が掲
載されています。そんな取組みは⼤企業だけ…と思われ
るかもしれませんが、今年度より政府が官⺠を挙げて中
⼩企業に推進を図っていくそうです。セミナーは SDGｓ
アワードを受賞した⼯務店社⻑による事例紹介があるそ
うです。今後、融資や助成⾦申請には SDGｓへの取り組
みも評価項⽬になると⾔われていますから、決して他⼈
事ではありません。経営者として知らないでは済まされ
ないと思いますので、興味をお持ちの⽅は是⾮ご参加く
ださい。こちらも事前登録制となっています。
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・2/13
・2/17
・2/20

[第 2583 回]卓話、理事・役員会
[第 2584 回]卓話
⽶⼭奨学⽣修了式・歓送会
[第 2585 回]卓話

幹事報告
★ガバナー事務より
・2 ⽉のロータリーレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝110 円
★例会変更のお知らせ
秦野 RC
2 ⽉ 26 ⽇(⽕) → オープン夜間例会 点鐘 18:30
於︓秦野商⼯会議所４階
★⼤⼭阿夫利神社より
⼤⼭節分祭のご案内が届いております。

スマイル報告

⽥村

貴寿／スマイル委員会委員⻑

堂前慶之君／外⾕正⼈君／東井重和君／築城忠⽣君／𡈽屋修君／松下孝君／井⼾川秀治君／
⽥中徹君／⽥村貴寿君
[会員誕⽣祝い]

佐伯

崇興君

佐伯

誕⽣⽇を祝って頂きありがとうござい
ます。86 才になりました。
あっという間ですね。

[結婚記念祝い]

⼩泉

隆⼀郎君

築城

忠⽣君

創⽴記念を祝って頂きあり
がとうございます。お陰様
で 55 年になりました。

松下

崇興君

創⽴は不明ですので⾃分の誕⽣⽇にしました。
でも鎌倉時代の梵鐘（ぼんしょう）があります
ので、400 年くらい経っていると思います。

--と⾔う事で活動計画書記載の 1925 年を調べますと
江⼾時代・寛永 2 年になり満 393 年でした。⽥村

遠⼭

久恵君

⾙原

剛規君

創⽴記念を祝って頂きありがと
うございます。明⽇で開院して
17 年が経ちます。⼈⼿不⾜が
深刻な悩みです。ロータリーで
若い⼥の⼦の扱い⽅レクチャー
して頂けませんか︖

結婚祝いありがとうございます。
平成元年、⾃粛ムードの中、挙式
しました。記念に時計をプレゼン
トしました。

遠⼭

結婚記念を祝って頂きありがとうござい
ます。お陰様で 22 年になりました。
仲良くやっていきたいと思います。

[創⽴記念祝い]

孝君

[配偶者誕⽣祝い]

[結婚記念祝い]

結婚記念を祝って頂きありがとうござ
います。お陰様で 29 年になりまし
た。仲良く頑張ります。

[創⽴記念祝い]

[結婚記念祝い]

[創⽴記念祝い]

[創⽴記念祝い]

東

久恵君

主⼈の誕⽣⽇を祝って頂きありが
とうございます。
主⼈は同い年です。

学君

創⽴記念を祝って頂き有難う
ございます。

[⼊会記念祝い]

⽥村

貴寿君

⼊会記念を祝って頂きありがと
うございます。守⾨ちゃんと浜
尾さんと私の 3 ⼈同時にフォー
ラム 246 で⼊会式をしてもらっ
てから 3 年が経ちました。3 年
ってあっという間ですね︕︕

委員会報告
＜⾙原剛規委員⻑より＞
ゴルフ同好会よりお知らせです。3 ⽉ 27 ⽇（⽔）にガバナー補佐杯ゴルフコンペが予定されて
おります。同好会員の⽅は、当⽇受付・パーティーの準備等お⼿伝いをお願いします。
メンバー登録締切⽇は 2 ⽉ 20 ⽇です。早めの登録をお願いします。
＜多⽥政弘会員より＞
商⼯会からのご案内です。ボーリング⼤会が開催されます。⽇時︓2 ⽉ 20 ⽇（⽔）18 時〜
場所︓伊勢原ボーリングセンター 参加⼈数が若⼲少なめですので、ぜひエントリーをお願いします。

秋⼭哲也／出席・プログラム副委員⻑

出席報告
会員数

61

卓

出席計算に⽤いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

59

34

57.62

なし

MAKE UP

―

話

セコム株式会社 藤沢北⽀社 太⽥ 佳佑様
セコムしてますか︖︕でお馴染みのセコム（株）太⽥です。本⽇は宜しくお願いします。
最初にセコムのヒストリーをお伝えします。セコムは 1962 年 7 ⽉ 7 ⽇に⽇本で初め
ての警備会社として創業しました。当時の社名は⽇本警備保障（株）です。創業者は
飯⽥亮（まこと）と⼾⽥壽⼀です。何故創業者の⼆⼈が警備会社を作ろうと思ったかと
⾔うと、ヨーロッパで暮らしていた友⼈が久しぶりに帰国し、会⾷していた際に、ヨー
ロッパには警備を業務にしている会社があると教えられ、⽇本にはまだないビジネスで
あることから、これだ︕と 30 分で決断したそうです。創業当時は巡回警備と常駐警備
のみの⼈的サービスしかなく、全く契約してもらえませんでした。創業から 2 年後の 1962 年に東京オリンピックで選⼿
村の警備を担当したことで⾶躍的に知名度が⾼まり、契約数も増えて⾏きました。さらにその翌年に「ザ・ガードマン」
というテレビドラマが始まり、このモデルはセコムです。最⾼視聴率は 40％で、警備会社の知名度がアップしました。
これにより契約数もどんどん増えましたが、警備員による不祥事が多発しました。具体的には宝⽯店の警備員が宝⽯を盗
む等です。これにより会社の存続が危ぶまれるほどの⼤問題になりました。この時にも創業者の⼆⼈は根気よくお客様に
説明をして回りました。
当時、連続射殺魔という事件が発⽣していて、ある宝⽯店に警備に⼊っている時に深夜その犯⼈と出くわしました。相⼿
は拳銃を持っていますが、警備業のルールとして、警備員は逮捕の権限を持たないので、警棒しか持っていません。その
状態で、警備員は果敢に犯⼈を確保し逮捕に⾄りました。そのことで、セキュリティの良さが広まり、さらに会社が⼤き
くなりました。最初に年間 1 件しか頂けなかった契約ですが今では⼈感センサー等の機械を使って駆けつけるサービス
を 1966 年に法⼈向けセキュリティとしてスタートし、それに遅れて 15 年、1981 年にホームセキュリティがスタート
しました。今では法⼈契約数 104 万件、家庭向けホームセキュリティ契約数 128 万件という契約を頂いております。セ
コムの社名の由来は Security Communication の略です。創業から 20 年後に変更となりました。
東京オリンピックの警備をさせて頂いてから契約数を伸ばした背景がありますので、来たる 2020 年の東京オリンピック
に向けて、より⼀層⼒を⼊れています。東京オリンピックでは⺠間警備員が 14000 ⼈必要と⾔われていますが、⼈⼿不
⾜が発⽣しているため、世界初の警備 JV の設⽴が決まりました。東京 2020 ⼤会警備 JV です。⾊々な警備会社が⼒を合
わせて、2020 年のオリンピックを成功させる取り組みをしています。
質疑応答
Q ⾃動⾞・バイクの盗難については︖
A ココセコムという GPS がありまして、盗難にあった⾞両が今どこにあるかをセンターで
追うことができます。
Q 最近学校で⼦供の⾒守りの為にシステムを導⼊している学校があるが、セコムではそのよ
うなサービスはありますか︖
A セコムでは多様なサービスを取り扱っているので、お客様に合ったサービスをご提案できます。
Q 独居⽼⼈の⾒守りサービスはありますか︖
A あります。ウェアラブルデバイスの時計が、倒れたことを検知します。そして信号をホームセキュリティを使って送信
します。また、屋内の⼈感センターもあります。12 時間⼈の動きが無ければ、セコムの隊員が伺うサービスです。

