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■ 会 長 報 告           早川 清人君 

皆さん、こんに

ちは 

暖かくなったと

思ったら、夜半は

急に冷え込んだり

と不順な天候に見

舞われています。

今も、外では雨が降り出して、景色は寒々として

いました。皆様におかれましては、くれぐれもご

自愛の程お願い申し上げます。 

前回例会までの３回連続で刑法についてお話

ししましたが、今回は、「古事記」の話に戻そう

と思います。やっと、日本神話を希望される方が

現れまして・・・・桑原会員と鈴木会員なのです

が、このお二人を中心に話を進めていきたいと

思います。 

本日の話は、「大国主（オホクニヌシ）」につい

てです。大国主と言えば「因幡の素兎（シロウサ

ギ）」の話が有名です。ご存じの方も多いと思い

ますが、この話をします。 

大国主は、建速須佐之男命（タテハヤスサノオ

ノミコト）と櫛名田比売（クシナダヒメ）の６代

後の子孫として誕生しました。つまりスサノオ

の末裔という訳ですが、大国主の正妻はスサノ

オの娘である須勢理毘売（スセリビメ）なんです。

スサノオは、神とはいえ何年生きているのだと

考えさせられますし、大国主は、先祖の娘を嫁に

するなんて何という近親相姦なのだと思われま

すが、あくまで神話ですから心広く捉えるしか

ないのでしょう。 

さて、大国主には多くの兄神（八十神）がいま

した。それら神々が、美人で名高い八上比売（ヤ

ガミヒメ）に求婚しようと因幡に向かった時、大

国主は荷物持ちとして同道させられていました。

途中、八十神は、毛皮を剥され倒れている素兎

（シロウサギ）を見つけ「海水で身体を洗い、風

に当たると良い」と言い、素兎がそのとおりにす

ると皮が裂け、素兎はその痛さに泣き伏せてし

まったそうです。その後に通りかかった大国主

が素兎に事情を尋ねると、「私は隠岐からここに

渡るため和邇（ワニ・鮫のこと）を騙して並ばせ

て、その上を踏んで渡ったが、最後に嘘がばれて

毛皮を剥がされた。そこで八十神に海水で沐浴

せよと言われ、このように皮が裂け泣いている。」

と告げた。大国主は「真水で身体を洗い、蒲の花

を敷いた上で転がれば治るだろう。」と教え、素

兎は元の姿に戻ることができました。このとき、

素兎は大国主に「八十神ではなく、貴方が八上比

売を得るだろう。」と予言しました。実は、この

素兎は八上比売の使い神だったのです。素兎の

予言どおり八上比売は、八十神の求婚をことご

とく断り、大国主を選びました。そこで、怒った

八十神らは、大国主を殺してしまいます。これを

悲しんだ母神は、天の長老の一人である神産巣

日之神（カミムツヒノカミ）に懇願し、赤貝と蛤

の女神を以て大国主を蘇生させました。その後

も迫害は続き、大国主は黄泉の国に逃げました。

そこで、スサノオの娘である須勢理毘売（スセリ

ビメ）と恋に墜ち、須勢理毘売とともにスサノオ

の宝物を得ました。そして、地上に戻り、黄泉の

国で得たスサノオの宝物で八十神を退け、国を

造ったとのことです。 

本日は以上です。 

■ 幹 事 報 告           松浦 正秋君 

・ザ・ロータリアン誌６月号が届いております。 
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■ 出 席 報 告             寺田 章君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

36／46 78.26％ 41／46 89.13％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○杉浦君 ○樽井君 ○殿村君 ○富澤静君  

○平原君  ○村松君  ○山田君  池谷君   

川口君 藪崎君 

(２)メークアップ者 

平原 望君（榛南） 富澤 静雄君（榛南・藤枝） 

山田 壽久君（藤枝） 村松 章隆君（藤枝） 

伊藤 恒夫君（藤枝） 漆畑 雄一郎君（藤枝） 

竹田 敏和君（藤枝） 森竹 正晃君（藤枝） 

伊藤 彰彦君（藤枝） 渡邊 博文君（藤枝） 

桑原 茂君（藤枝） 

■ ビ ジ タ ー                        

中村 博史君（見学者） 

■ スマイル B O X         寺田 章君 

 伊藤年度親睦委員会です。先日予定者の委員

会を開催いたしました。今年度同様、よろし

くお願い致します。          中山 恵喜君 

スマイル累計額  ４７７，０００円 

■ 会 員 卓 話                        

 

 

  富澤 賢一君 

 

 

 

 

警備業界の歴史から紹介したいと思います。 

国内ではじめて設立された警備会社は、日本警

備保障という会社で、日本警備保障と聞くとな

かなかピンとこない方もいらっしゃると思いま

すが、みなさんも良く御存知な現在のセコム㈱

のことで、１９６２年（昭和３７年）の設立され

ました。 

セコムといえばジャイアンツの長島名誉監督の

「セコムしてますか？」のＣＭが有名で聞きな

れているかと思います。 

セコム以外にも、「１・２・３・４アルソック」

というＣＭでレスリング・柔道の選手を起用し

て同社をアピールしている会社のＣＭも皆さん

の記憶にあるかと思います。 

私自身も「セコムしてますか？」というＣＭのイ

メージが強く監督になってから長島さんがＣＭ

に出演したのかな？と思っていましたが、どう

やら長島名誉監督をＣＭ起用したのは最近の事

ではなく、実は昭和４６年（４３年前）から同社

のコマーシャルに出演していたそうです。 

日本警備保障（セコム）が設立した２年後に開催

された東京オリンピックで、その警備を受注し

一躍有名にったことも業界では有名な話ですが、

当時警備といえば巡回警備や常駐警備という、

人間の「力」「能力」だけに頼った方法のみで警

備業務を行っていました。 

その後多くのみなさんが利用されてる所謂「ホ

ームセキュリティ」の基礎となる機械による警

備システムが昭和４１年に開発され、社会に普

及するようになりました。 

丁度、そのころ先ほど少し触れましたが、後発各

社として綜合警備保障（現ＡＬＳＯＫ他）も、足

並みを揃えるように機械警備システムを構築す

るようになり、当社も同様に機械警備への参入

に至りました。 

警備というと最初に連想されるのは、道路など

で旗振りをしているイメージやビル等のガード

マンを連想される方が非常に多いかと思います。 

警備と一口にいっても実は大きく分けて４種類 

１号施設（機械警備）、２号雑踏、３号貴重品運

搬（現金輸送）、４号身辺警護からなってます。 

警備員について。 

警備員は一般の私人です。 

「いかにも」って感じの制服を着用して、腰には

警棒を下げて、一見 恐そうな顔をしてデパート

の中を巡回していても、警備員には、いわゆる警

察官のような権限は一切ありません。 

従って怪しい人物を発見しても、同意のない限
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り職務質問や身体検査はできませんし、車に乗

務する勤務中においても、警察車両のように制

限速度超過や信号無視も出来ません。道路工事

で交通誘導をしている警備員にも、警察官のよ

うな強制力はありません。従って、工事現場の仮

設信号や警備員の誘導を無視しても、道交法違

反にはなりません。 

（ですがスムーズな交通の流れのために誘導に

は是非 従って下さい。） 

例え警備員が、デパートで万引き犯を現行犯逮

捕（現行犯逮捕は一般人が誰でも出来る行為で

す）しても、必要以上の身柄の拘束や取り調べは、

警備業法により禁じられている行為です。要す

るに、警備会社も警備員も一般市民と同じとい

う事、むしろ警察官と同様の行動を期待をされ

る分、損をしている気にもなるのが実態な職業

かも知れません。 

4 月より新年度が始まり早 2 ヶ月が経ちますが、 

自分の生活する職場やその周辺の防災力や防災

情報を把握しておくことが、安全・安心な生活に

繋がります。皆さんは大切なものお宝等がある

でしょうが、災害発生で緊急を要することがあ

った場合、先ず命を優先して行動しましょう。最

も大切なのは会員の皆様の命とご家族の命です。 

数年前 2009 年 8 月 11 日 5：07 御前崎沖駿河湾

を中心に御前崎市内で震度 6 弱、静岡市内で震

度 5 弱の大きな地震があったのを記憶していま

す。 

ちなみに 11日に起きた天災・人災 

1979・7・11 日本坂トンネル火災 

1986・2・11 ホテル大東館火災 

2009・7・11 静岡地震 静岡史上最大死者数（静

岡・清水死傷者 9299人） 

2011・3・11 東日本大震災 

2012・7・11 九州史上最大となる九州豪雨 

海外においても 

2001・9・11 アメリカ同時多発テロ 

   クーデター、航空機爆発、エアバス墜落… 

先日の卓話で、売上を上げるためには広告宣伝

が手っ取り早い手段だとありました。 

私もそうだと思い感じることがあります。です

が、このご時世なかなか大手のようなＣＭをす

るのは厳しいのが現状です。 

「警備」というと先ずは「セコム」や「アルソッ

ク」を連想される方が多いかと思いますが 

「警備」に関し何かありました際は、会員の職業

分類に「警備保障」があったことを思い出して頂

き是非一報お願いしたいと思います。 

 

 

 

  中山 恵喜君 

 

 

 

 

昨年の１０月から総合保険代理店の㈱グッドウ

イン静岡支社を開設させて頂きました。お陰様

で当初５名でスタート致しましたが、この６月 

から１５名の体制で運営する運びとなりました。 

 広域の総合保険代理店に昨年の１２月２５日

に、金融庁から「保険代理店使用人の適正化に関

する要請」が発出され、来年１月までに全保険会

社に、報告命令が課されています。 

 一説によれば大手国内生保 N 生命の力が働き、

近年新規保険販売チャネルとして進展している

総合保険代理店に、より当局の監視が働くよう、

規制強化の動きの一環と考えられております。 

 それだけ現状の業界の競争も熾烈を極めてい

る１例と思われます。 

 続いて先進医療についてですが、こちらもよ

くお客様からご質問を頂きますが、「必要か必要

でないか」と言われれば「付いている方が望まし

い」といったレベルと思われます。 

 別冊にございますように、先進医療と申しま

しても限られた医療行為が限られた医療機関で

提供されているにすぎません。 

 静岡県立静岡がんセンターで受診可能な陽子

線治療は先進医療として、成果を挙げている医

療行為です。  

 最後になりますが、自動車保険に関連するこ

とで、最近コンビニエンスストアなどで、エンジ

ンをかけっぱなしで、短時間のお買い物をされ
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る方がいらっしゃいますが、この車両が盗難に

あい事故を起こした場合、自賠責の補償対象に

はなりますが、任意保険は補償の対象外となる 

可能性が極めて高いのでご注意下さい。 

 善良なる管理者の注意義務に基づき、個人所

有の車両は個人に法人所有の車両は法人に、そ

の責が帰結する可能性がございます。 

 以上ご清聴ありがとうございました。 

 

■ 今週の一言            江﨑 直利君 

【私の欲しいもの】 

私のほしいもの

は、お酒を分解で

きる酵素です。 

量飲みたいとは思

いません、おいし

いお酒を美味しい

顔で、幸せを感じる程度の分解酵素です。 

 

■ 本日のお食事                      
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（担当／内山君） 


