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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          福井副会長 

    

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「手に手つないで」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 長倉 巨樹彦会員 

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    工藤 ゆかり会員  Ｓ32. 9. 23（58歳） 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶        福井副会長福井副会長福井副会長福井副会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、長井会長が仕事の都合で出席できなくなり、

先程 17年ぶりに会長席に座り点鐘しました。 

今回、会長報告はありませんが、「ポール・ハリス・

フェロー認証ポイント」について話します。 

先日、Ｅクラブの花田会員から連絡があり、認証ポ

イントを交換してほしいといわれました。 

早速、ロータリー財団の会員別寄付金レポートをホ

ームページで調べてみましたら、財団の認証ポイン

トが 679ポイントありました。その中から交換した

い人と500ポイントずつ交換すると2回目以降のポ

ール・ハリス・フェローに認証され、サファイヤ入

りのバッジがもらえます。私は 3回目の認証ですか

ら、サファイヤが二個ついています。皆さんも是非、

認証ポイントを調べて申請してみてください。 

  

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の献血例会出席有難うございました。11名受付、

7 名献血でした。シルバーウィークが終わり、秋、

本番です。（食欲の秋ですね。） 

****    国際ロータリー2500地区より、福井会員宛て財団

寄付の認証ピンが届きました。 

****    2015年 10月のロータリーレートは 1ドル 120円

です。 

****    釧路北ローターアクトクラブよりボウリング例

会の案内が届いています。 

****    10月 10日の南クラブ観楓会例会の締切が今日ま

でですので、出席宜しくお願い致します。 

 

 



◆福井会員へ認証ピン授与◆福井会員へ認証ピン授与◆福井会員へ認証ピン授与◆福井会員へ認証ピン授与    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会        寺口会員寺口会員寺口会員寺口会員より報告より報告より報告より報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

・本日のニコニコ献金 

 工藤 ゆかり会員  誕生祝として 

 

・韓国友好クラブ委員会・韓国友好クラブ委員会・韓国友好クラブ委員会・韓国友好クラブ委員会    高橋委員長高橋委員長高橋委員長高橋委員長    

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国友好の事を話していました。 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    会員卓話（会員卓話（会員卓話（会員卓話（5555 分間スピーチ）分間スピーチ）分間スピーチ）分間スピーチ）////招待例会招待例会招待例会招待例会    」」」」        

            担当担当担当担当    出席・プログラム出席・プログラム出席・プログラム出席・プログラム委員会委員会委員会委員会////会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会    

◆佐野会員◆佐野会員◆佐野会員◆佐野会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の4日に私が担当委員会で職業紹介例会を行い

ました。お話をして頂いたのは、奈良会員と上川原

会員です。 

お二人ともスピーチが上手で、その内容が興味深い

話で聞いていて得をしたように感じましたので、私

も自分の職業上のお話をしようと思います。 

皆さんご存知ですが、私は看板屋をしております業

種で言うと「屋外広告業」となります。 

皆さん事業所にも大小にかかわらず、必ず看板・屋

外広告物が付いていると思います。 

北海道では広告物に対し美観風致、安全性を維持す

る為、さまざまな条例が有り地域により高さ制限、

面積の制限、禁止区域が有り、条例違反で悪質な場

合は50万以下の罰金などの罰則もあります。 

たとえば、事務所の入口ドアに社名の表示が有る、

又はウインドにカッティングシート文字が貼って

有る、これらも全て屋外広告物になり表示面積が10

㎡を超える広告物には許可申請が必要になります、

特に安全性及び適正な広告物の管理体制を確保す

るために、資格を持った管理者の設置が義務付けら

れています。 

許可申請を受けた広告物は3年ごとに管理者による

安全点検を行い、継続許可申請が必要となります。 

又、地上広告物は高さが 4ｍを超えるものは建築基

準法に基づく工作物の確認申請が必要となります。 

今年の2月に札幌の繁華街で看板の落下事故が有り

女性が重体となった事故を受け、我々が所属する北

海道屋外広告業団体連合会では、北海道と連帯協定

を結び「セーフティホットライン」と名付け、市民

が発見した安全上問題があるような屋外広告物に

ついて、通報や相談をする制度を設けましたので、

危ない・落ちそう・壊れているなどの看板が有りま

したらご連絡下さい。 

セーフティホットライン連絡先・FAX011-641-1560 

 

この 9 月には、「安全対策パトロール」と称し我々

看板業者と行政で、中標津と釧路市内を視察しまし

たところ老朽化したもの、危険な看板が一部有り、

今後行政から指導がはいります。 

皆さんの事業所でも看板を確認し、危険と思った場

合はご一報下さい。 

 

 

 

 



◆亀井会員◆亀井会員◆亀井会員◆亀井会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

私は不動産業界に従事し、19年になります。 

不動産業と言えば国家資格を要する賃貸、売買の仲

介、現在のところ特別な資格を持たなくてもできる

管理が代表的な業務です。その仕事に関係すると思

えば様々な資格や勉強をしてきましたが、その中で

防犯について卓話にしたいと思います。 

マンションやアパート、一戸建などを管理している

と少なからず、空き巣等の被害に遭うことがありま

す。 

2004年に「犯罪予防相談センター」と言うNPO法人

の理事長を務めていた梅本正行さんの講座を受け

る機会があり、レジデンシャルセキュリティーアド

バイザー資格の認定を頂きました。 

何の資格かと言うと、レジデンシャル「住宅」の、

セキュリティー「防犯」の知識を過去の犯罪事例を

もとに学び、予知防犯のアドバイスをする。という

ものです。 

泥棒や空き巣が好んで狙う家・・・公園が近くにあ

る家では泥棒被害が多発するといわれています。 

ベンチに腰掛けてジュースを飲んだり、日向ぼっこ、

柳町公園などではランチの後に仮眠をとった

り・・・なんて光景も見受けられます。そこに他府

県ナンバーの車が止まっていても不自然に見える

ことは少ないでしょう。近くにある家の下見をする

には絶好の場所です。過去に犬の散歩をしているふ

りをして下見をしていた中国人窃盗グループが検

挙されています。 

同様に、コンビニやファミレス、病院や駐車場とい

った場所も要注意です。 

もし、自分の家を下見できる場所に会った事もない

人や、不審な人物がいたら、相手の顔を見て、「こ

んにちは、こんばんは」と一声かけるのがイイそう

です。泥棒など犯罪を犯そうとしている人は顔を見

られたり、声を掛けられることで犯行を諦めると言 

われています。 

 

 

二世帯住宅の場合・・・普段から、家族の誰かがい

るから空き巣に遭わないと思い込むそうです。 

物音がしても息子夫婦かな?と不審も抱いていなか

ったら、忍び込み犯だったというケースが多いんで

す。二世帯住宅の侵入犯罪はライフスタイルや家族

構成をよく知っている顔見知りによる犯行が少な

くありません。それだけに鉢合わせ。なんでことに

なったら、顔の知られている犯人が居直り、強盗、

殺人などに発展する可能性が高まり危険なのです。 

実際に我が家は昨年、兄家族との二世帯になりまし

たが玄関が一つで、それぞれの家は左右に分かれて

います。同居した当初、田舎には多いことですが、

日中は施錠しないことが当たり前です。 

しかし今では、ゴミを捨てに行くチョットの間でも、

それぞれに声をかけて出かける、どちらかの家を不

在にする時は施錠することになっています。 

また、未使用の部屋の窓は侵入されやすいです。人

の目が届かない窓は死角になり、ガラスを破っても

気付かれにくいので、外から見て空き部屋だと気付

かせない工夫が必要です。補助錠や防犯ガラスにす

ると良いと思います。ちなみに網入リガラスを防犯

ガラスと勘違いされる方もおりますが、あれは防火

用で、割れた時に破片が飛散しないようにするため

のものですのでご注意ください。 

皆さんのご自宅は一軒家だと思いますが、第一に建

物の周辺は常に整理整頓し、足場になるようなもの

をなくしておく、第二に玄関ドアや窓が通りから見

えにくい、塀や植栽が高いほど防犯性は低下してい

ます。その陰に隠れて玄関の鍵を壊したり、窓を割

ったりできるのです。外から見えない、隣家との間

や裏側が死角になっている場所が思い当たりまし

たら死角を作らない工夫をしてください。 

犯罪被害に遭う危険性は、家の立地だけでなくライ

フスタイルにも大きく左右されますが、未然に防ぐ

には、予めどのような状態が危険なのかを知ること

が大切です。 

アドバイザーの資格取得後に「事件に学ぶ・狙われ

る家」という梅本さんの著書を読みました。 

それまで、梅本さんが警察からの要請で犯人逮捕に

協力した事件、その手口などが書かれたものでした

が、当時、一人暮らしだった私は読み終えたあと誰

もいない家に帰るのが怖くて、しばらく実家へ帰っ

ていました。予知防犯はオススメですがゾッとする

ので心臓の弱い方はご注意ください。 

 

 



◆上畑会員◆上畑会員◆上畑会員◆上畑会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めての、会員卓話になります。本日は私の自己紹

介致します。名前は上畑雅則(うえはたまさのり)で

す。昭和39年 6月 9日生まれの51歳です。 

出身は野付郡別海町西春別駅前という所です。 

別海町は酪農の町ですが私は郵便局に勤める父の

息子で兄弟は4歳違いの姉がいます。 

西春別は自衛隊の別海駐屯地と明治乳業と森永乳

業の工場がある小さな町です。 

今はもうありませんが、鉄道が走っていました。標

津線といいまして標茶から根室標津までの約 70 キ

ロを走っていました。平成 1 年に廃線となり今は、

西春別の跡地に鉄道記念館が出来ています。 

私も今年になり記念館に初めて入ってみましたら、

入場料は無料で当時の駅にあったものや当時駅員

さんが使用していたものを展示してあり、また当時

の駅の写真関連したパネルなど展示してありとて

も懐かしかったです。外にはホームを再現してあり

SL 機関車と当時走っていた列車が展示してありま

した。高校生当時、毎日利用していましたのでとて

も懐かしかったです。 

また、西春別は自衛隊の駐屯地がありましたので演

習時期になると国道を戦車が走る町でも有りまし

た。今では考えられない光景だと思います(笑) 

小学校時代の想い出は良く自衛隊に勤めていた同

級生の子供と自衛隊の駐屯地に行きトランポリン

等ある体育館で遊んだこと、高学年になり軟式野球

のクラブに入り2年間していました。ポジションは

セカンドで地区大会で3位だった気がします。? 

中学校時代も野球を三年間続けたのと、一年生から

2年間新聞配達のアルバイトをしました。 

部活をしていたので朝刊配達の担当で、当時1部140

円で 140件くらいを担当していました。 

高校時代は標茶高校に汽車で登校していました。高

校時代は部活はしていなく想い出は良く遊んだこ

と一年生の 16 歳の誕生日に原付バイクの免許を取

り中古のバイクを買い乗っていたかな！ あとこの

ころは休みは良くアルバイトをしていました。 

明治乳業の工場で下請けの明治大和倉庫株式会社?

と言う会社で倉庫で工業用バターの倉庫での荷積

みの仕事が一番記憶にあります。ベルトコンベアで

流れてきた 30 キロのバターを積むのですが小柄な

私は高く積み上げるのは大変でした。 

このアルバイトは夏は冷凍庫の中での作業なので

涼しく(寒く)良いバイトでした。 

当時、時給も悪くなかった気がします。 

就職は釧路にある、株式会社加賀商会というガソリ

ンスタンドに就職しました。 

きっかけは、高校時代が標茶高校機械科で危険物取

り扱える資格を取得していたのと当時自動車が好

きだったことで、決めました。この仕事は5年間し

まして、思い出は冬の除雪が大変だった。色々な人

に知り合え、かわいがってもらい勉強になりました。

ここで知りあった方の紹介で昭和 63 年から株式会

社釧路トヨタ自動車で 10 年間営業マンとして働き

ました。 

初の営業と言う仕事ではありましたがバブルの後

押しや4WD車ブームなどもありそんなに苦労した記

憶はありません！ 

その後平成 10 年今の仕事を始めました。保険代理

店になるに当たり保険会社の代理店研修制度があ

り、三年間保険の勉強をしながら保険募集をする制

度です。三年後独立し個人代理店ベストプランナー

を開業し平成 21 年法人化し今の株式会社ベストプ

ランナー立ち上げました。 

現時は私と営業社員1人とパートの事務員と三人体

制で仕事をしています。 

損害保険あいおいニッセイ同和損保の代理店また

生命保険は日本生命・三井住友あいおい生命・オリ

ックス生命・アフラックと生命保険会社は4社の代

理店をしています。最後に一言沢山の方のサポート

を受けながら今の自分があると思います。皆さんに

感謝しながら今後も頑張りたいと思います。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

１０月２日（金） 

「 米山記念奨学会月間に因んで 」夜間例会 

会場 ホテルクラウンヒルズ釧路 18：30～ 

 担当：ロータリー財団米山委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        福井副会長 

今週の会報担当：上畑雅則会員 


