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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2516 回例会 №6
2018 年(平成 30 年)8 ⽉ 24 ⽇(⾦) 晴
「⼿に⼿つないで」

R.I．会長 バリー・ラシン

伝達
マルチプル・ポール・ハリスフェロー・ピン
(＄3,000)
才本 清継君

出席報告
会員 71 名中 出席 53 名 出席率 74.65％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト 名古屋丸の内 RC 会⻑
⽮野 雄嗣君
名古屋丸の内 RC 前会⻑
⽥島 陽介君

会長挨拶
「⽼化」その②
⽼化とは加齢に伴って活⼒
や⽣体能⼒が低下する傾向を
⾔う。⽼化による⾝体的変化
は、成熟期に達した後 40 歳く
らいから始まり、⽪膚のシワ、
頭髪や⻭の脱落、視⼒や聴⼒の低下、運動機能の低下
などがみられる。また、外⾒からわからなくても、脳
や消化器、呼吸器、⼼臓と⾎管、さらには泌尿器や内
分泌系など、内臓のあらゆる機能の低下や予備能⼒の
減退となって現れ、加齢とともに直線的に低下してい
く。
このほか、精神の硬直化、記憶⼒、判断⼒なども低下
していく。活⼒の低下が始まる時期は臓器によってま
ちまちである。視⼒や聴⼒は 10 歳、感染に対する抵
抗⼒は 15 歳、知的能⼒は 20 歳、筋⼒と協調運動は
25 歳でそれぞれピークに達すると⾔われ、その後は
徐々に低下する。

ニコ BOX
(本⽇名古屋丸の内 RC よりお伺い致しました。今年
度会⻑を務めさせて頂く⽮野でございます。どうぞ
よろしくお願い申し上げます)
名古屋丸の内 RC 会⻑ ⽮野 雄嗣君
(名古屋丸の内 RC の⽥島です。本⽇はご挨拶に参り
ました) 名古屋丸の内 RC 前会⻑ ⽥島 陽介君
(名古屋丸の内 RC ⽮野会⻑、⽥島直前会⻑が当クラ
ブを訪問されました。ありがとうございます。⼜、
藤掛君の卓話楽しみです)
⽥島会⻑
(名古屋丸の内 RC ⽮野雄嗣会⻑、⽥島陽介直前会⻑
ようこそいらっしゃいました。藤掛誠⼀郎君⾃⼰紹
介楽しみにしています)
棚橋幹事
(加藤茂春君にごちそうになりました。⻑⽣きして奉
仕して下さい)
杉江君
(野崎君に送ってもらいました。ありがとう！)
早瀬君
(昨⽇の新⼈歓迎会、台⾵の中参加の皆様お疲れ様で
した)
加藤(茂)君
(台⾵も通り過ぎ、蒸し暑い⽇が続きます。アァァァ
〜〜(ため息)秋になるのを楽しみに頑張りましょ
う！)
⼭川君
(先⽇はゴルフで⽥島会⻑、芹澤エレクト、室原君、
ご祝儀ありがとう。元ローターアクト会⻑の⻑⼥が
今⽇娘を出産します)
鈴⽊君
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(⺟が８⽉１９⽇ 101 才で天寿を全うしました。
クラブより⽣花を戴き、ありがとうございました。親
族葬でしたので、皆様に通知しませんでしたが、⽥島
会⻑、棚橋幹事、岡本君にご回葬して戴きました。当
⽇、中⽇新聞に会社 PR の記事が掲載され、⺟も喜ん
でいるものと思います)
渡辺君
(昨⽇のタスキ会お疲れ様でした。藤掛君これから
もよろしくお願いします)
室原君
(藤掛君の⾃⼰紹介を楽しみにしております)
中井君
(藤掛君、本⽇の⾃⼰紹介宜しくお願いします)
野崎君
(加藤茂春君、先⽇はありがとうございました)
河野君
(前回の⾃⼰紹介ではありがとうございました。
藤掛君、本⽇頑張って下さい)
加藤(昌)君
(昨⽇は歓迎会を開いて頂きありがとうございまし
た。⾃⼰紹介を⼀⽣懸命頑張ります。宜しくお願い致
します)
藤掛君
本⽇合計
累
計

48,000 円
772,000 円

ご挨拶
名古屋丸の内 RC 会⻑
名古屋丸の内 RC 前会⻑
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⽮野 雄嗣君
⽥島 陽介君

卓話 「⾃⼰紹介」

藤掛誠⼀郎君
皆さん、こんにちは。
歴史と伝統ある名古
屋みなとロータリーク
ラブに７⽉６⽇に⼊会
させていたただきまし
た。早速このような⾃
⼰紹介の場を作ってい

ただきありがとうございます。また昨夜は⼤
荒れの天気の中、歓迎会を開いていただき感謝申
し上げます。
1967 年 10 ⽉ 4 ⽇に⽣まれ、岐⾩県可児市で
育ち現在もそこに住んでおり、いつもイノシシや
カモシカが出没するくらいの⼭奥です。会社のあ
る名古屋市北区まで毎⽇通勤しております。
⼤学時代の飲⾷関係でのアルバイト経験から将
来独⽴したいという⽬標ができ、⼤学教授の紹介
で中⼩企業経営者が集まる団体に就職し、平成 8
年 9 ⽉に個⼈事業で独⽴しました。
しかし何をしたいかが明確でない中で独⽴したの
で、お客様の要望で「これできる？」に全て応える
選択肢しかなく、システム設計・PC 保守・ネット
ワーク⼯事・電気⼯事とその流れでセキュリティ
⼯事をして今の防犯セキュリティが本業になった
という素晴らしい事業をされている皆さまには恥
ずかしい話でございます。
平成 12 年法⼈化し、防犯セキュリティ⼯事の
専⾨業者が少ないことを知り、お客様が求めるセ
キュリティは「泥棒が⼊ったらすぐ駆けつける」
ではなく「泥棒がそもそも狙わない、あきらめる」
セキュリティを求めていると思い、⼯事だけでは
なく防犯診断・防犯設計・⾒積販売・⼯事・運⽤保
守とすべて⾃社で⾏えるようワンストップトータ
ルサービスを、狙わせない防犯と共に強みとして
きました。
また警察とも連携し、地域での防犯セミナー・
公開防犯診断なども⾏い、最近増えてきた街頭防
犯カメラの設置などを⾏わせていただいておりま
す。
今後は AI や顔認証などの技術を使った「街の⾒
守りシステム」にも取り組み、犯罪のない世の中
にするために邁進してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

会計報告
寺本前会⻑の挨拶の後、柳澤前幹事が資⾦収⽀の
説明を⾏ないました。酒井会計監査より、本会計、
ニコ BOX 会計、基⾦３部⾨の監査の結果正確であ
る旨報告がありました。2017〜18 年度会計報告は
出席者の承認をいただきました。

⽉
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10

日

今後の例会予定
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卓話
「『ロータリーの友』にまつわるあれこれ」
ロータリーの友編集⻑ 野崎 恭⼦さん

14

敬⽼例会

21

渡邉ガバナー補佐訪問

28

休

5

村井ガバナー公式訪問
名古屋瑞穂 RC と合同例会

12

休

19

卓話

26

例会変更 「WFF 参加」
10 ⽉ 27 ⽇ 1１：３0
久屋⼤通り公園
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港友例会

9

卓話
第 2760 地区パストガバナー
第 2 ゾーン ロータリー財団
地域コーディネーター補佐
服部 良男君

16

例会変更 「地区⼤会」
11 ⽉ 11 ⽇(⽇) 蒲郡市⺠会館

23

休

30

卓話
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年次総会
第２回クラブフォーラム

14

例会変更 「忘年家族会」
12 ⽉ 13 ⽇(⽊) 16 階ボールルーム

21

港友例会

28

休

８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。
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積極的な参加を通じて、さらに深くロータリーを体
験しよう！

渡辺 健壱君のご⺟堂のご逝去を悼み
謹んでお悔やみ申し上げます。
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会

会
⽶⼭記念奨学委員会

会
ロータリー財団委員会

会
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