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第1413回

2017年3月21日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢無限のアイディアを集めて｣

COSUCOJ I

代表　小杉光司様

第1414回

2017年3月28日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話｢イニシエーション･スピーチ｣

野崎英紀会員

杉田将大会員

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1411回･2017年3月7日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー　鈴木寿和会員
ロータリの目的･四つのテスト

篠原唯史会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告横田　元会長

米山奨学金の贈呈　横田　元会長

委員会報告　地域奉仕プロジェクト委員会
吉田律子委員長

創立30周年記念実行委員会
浅見　定会計
篠原唯史委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

杉田将大委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

大塚省三委員

卓話者紹介　富樫　孝国際奉仕委員長

卓　話｢セキュリティの本質とは?｣

セコム株式会社IS研究所
グループリーダー　甘利康文様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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人類に車仕する
ロータリー

靡

お客様ようこそおいで下さいました｡今日は清水幹事

が風邪のため休んでおります｡

昨日6日はチャリティゴルフ大会のお礼に､さいたま新

都心RCに内田ガバナー補佐､富樫IM実行委員長と三人で

行って来ました｡又､明日は浦和北RCに篠原30周年実行

委員長と富樫IM実行委員長と行って来ます｡ 5組もの方々

の参加を頂いたと言う事で､本当に有りがたい事でした｡

3月に成り少しは寒さも和らいで来たのかなと思いまし

たら､今日は非常に寒いですねC　お体ご自愛下さい｡

見沼田んぼキレイきれい大作戦ですが､暖かい服装でお

越し下さい｡

本日はネットを見ていて興味深い動画が有りましたの

でご紹介いたします｡ご存じの方もいらっしゃるかも知

れませんが､日本のメディアの報道しない自由が有りま

すから､ご存じ無い方も居るかも知れません｡

2月7日の北方領土の日に､ユーラシア大陸西側のウク

ライナのロシア大使館前で抗議活動を行って居る団体が

居ました｡その方たちの抗議主張内容はこうです｡

今日ウクライナ人にとって3つの重要な事を主張します｡

現在ロシアに対して領土の返還を求めている国は世界に2

か回しか在りません｡ウクライナと日本です｡この事が2

か国を自然に結び付けて居ます｡日本はロシアに北方嶺

土を占領され､ウクライナはクリミア自治共和国を占領

されて居ます｡

2つ目は､日本が積極的にウクライナを経済的､政治的､

包括的に支援を行ってくれて居る事です｡

そして､ 3つ目は日本は徐々にでは有るものの力強い復

活を果たして居ると言う事です愛国心も強まって居ます｡

特に強力な軍隊の復活に力を入れて居る事は重要です｡

私達も強力な軍隊を再建するべきか決断を迫られて居ます｡

両国はまさに同じ問題をかかえて居ます｡

ユーラシア大陸の東側の日本と西側のウクライナは共

にロシアとの領土問題を抱えて居ます｡そして軍事強化

と言う課題も一緒ですo　両国は核を持つべきでは無いで

しょうかo　この間題は火急の地政学的問題です.

ロシアが変わる事は絶対にあり得ない､ウクライナに

栄光あれ､英雄たちに栄光あれ､天皇陛下万歳と自国国

旗と日の丸そして旭日旗を振りながらロシア大使館まえ

で大きな声をを上げて居ました｡

もしかすると彼らの方が私達よりも歴史を良く知って

居るし客観的に見ているのかなと､私の感想です｡そし

て戦争で取られた物は　戦争でしか取り返せないとの考

えでしたが､私は反対で有り愚かな事に思います｡

地政学的から考えて見ると､私たちがロシアと敵対し

ロシアが中国と結べばと考えればおのずと答えが出る訳で､

歴史は繰り返すと言いますが歴史に学び同じ轍は2度と

踏まないのが我が国だと信じて居ます｡

今､安倍総理が行おうとして居る経済協力をして両国

の主権を侵さず特区の様な形にして自由往来が出来る事が､

今まで何も動かなかった額土が少し前進しながら交渉を

進めるのがベターだと考えますし､時間を掛けても絶対

に取り戻す事を諦める事なく粛々と返還に向けて努力す

るべきと考えます｡

しかしながら､ 3月に入ってからの情報を見ますと歯

舞群島と色丹島にロシア語の名前を付け､千島列島には

新たに5000人規模の師団配備､昨年11月には最新鋭ミサ

イル配備､これが現実であります｡国と国との間には永

遠の友好は無いし､永遠の断行も無い､在るのは自国の

国益のみ｡今日も私の史観でお話をさせて頂きました｡

□第7回会長幹事会が2月22日さいたま新都心RC担当で

与野本町で行われました｡ IM報告と国際大会について

話し合われました｡

□3月のロータリーレートは､ 1ドル-116円です｡

(横田会長代読)

セコム株式会社IS研究所
リスクマネジメントグループ　グループリーダー
甘利康文様

セコム株式会社　浦和支社

支社長　瀧島順二様
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プロフィール

ロ1986年　セコム㈱IS研究所入社

□1989-1991年　米国マサチューセッツ工科大学客員

研究員

□2003年　セコムIS研究所セキュリティコンサルティ

ンググループ･グループリーダー､現在に至る

□2006年　リスクマネージャー&コンサルタント協会

リスクコンサルタント･オブ･ザ･イヤー受賞

□2007年　筑波大学大学院リスク工学専攻課程非常勤講師

□2012年NFOE]本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) ･

組織で働く人間が引き起こす不正･事故｣対応ワーキン

ググループ(WG)グループリ-ダー

ロ2015年JNSA設立15周年イベントNSSF15における論

文｢セキュリティとは何か?安全･安心を実現する原理

をその本質から理解する｣で優秀論文賞受賞

□2017年　2016年度JNSA賞(WGの部)受賞

□著者　｢内部不正対策14の論点｣ (共著) ､ ｢ビル

マネジメントの新しい知識　リスクとセキュリティを考

える｣ (共著)等

『セキュリティの本質とは?』

日本社会の治安悪化などがきっかけとなって､セキュリ

′-＼　ティという言葉をよく耳にするようになりました｡ ｢セ

キュリティ｣という言葉は､文脈によっていろいろな意

味で使われており､それが理由となってこれまでセキュ

リティを考える場合には､その都度の場当たり的対応に

なりがちでした｡一般のオフィスも例外ではなく､何か

しらの事件が起こるたびに､いわゆるセキュリティシス

テムや､カメラ､出入管理などの｢防犯｣機器を導入す

るという対策が打たれています｡これを抜本的に改める

ために､セキュリティを意味論的にとらえ､体系的に考

える方法論について概説を試みようというのが本日のお

話の目的です｡

本来の｢セキュリティ｣は､一般の人やビジネスマンが

思い描くことの多い犯罪対策や情報セキュリティ対策を

超える幅広い概念を含んでいます｡セキュリティという

言葉で表される概念は､現代社会を成り立たせるのに欠

かせません｡しかしながら､この言葉は､文脈によって

色々な意味合いで現れます｡

実際に､ ｢セキュリティ｣は､防犯､情報システム､エ

ネルギー問題､食料問題､国防など､それが現れる場面

によって､異なった意味合いで使われています｡今回は､

世の中でセキュリティという言葉が用いられている多く

のケースを分析することで見出した｢セキュリティの本

質｣についてお話しし､次にそれを実現するために､ど

のように考えていけば良いかについての検討フレームワ
ークを示します.

一般的に考えられる｢防犯｣対策や情報漏えい対策のみ

がセキュリティではありません｡新型感染症のパンデミ

ック､ネット上の炎上､人口減による労働力不足､災害

時の対応など､一般のオフィスであっても､セキュリテ

ィで考えなけらばいけないことは､山ほど存在するので

す｡

地域奉仕プロジェクト委員会
吉田律子委員長

3月11日(土)､見沼田んぼキレイきれい大作戦に参加し

ます｡現在17名の参加申込です｡多くの会員の皆様の

ご参加をお願いいたします｡点鐘: 09:10､集合:見沼

臨時グランド11:00終了予定､ ｢一休｣にて昼食｡

創立30周年記念実行委員会

浅見　定会計

本日より特別会費20,000円を集めます｡今月中に振込､

又は浅見までお願いします｡

創立30周年記念実行委員会

篠原唯史委員長

本日､ 18:00より実行委員会を当ホテル3階｢常盤｣にて

開催いたします｡実行委員の皆様のご出席お願いいたし

ます｡特別会費もよろしくお願いいたします｡



横田　元会長　皆様こんにちは｡ 3月に入り急に寒くな

りました｡お体ご慈愛下さい｡本日の卓話､セキュリ

ティの話､甘利康文様よろしくお願い致します｡

斉藤忠治副会長　セコム(㈱Ⅰ ･ S研究所甘利康文様本日

はようこそ浦和北東クラブにおいで下さいました｡卓

話よろしくお願いします｡

豊田愛祥会員　甘利様､今日のお話のレジュメを拝見し

ました｡すみずみまで周到に考え抜かれた内容に､す

っかり感心をいたしました｡お話､楽しみにしており

ます｡

篠原唯史会員　本日は第6回創立30周年記念実行委員会

を18時からここパインズホテル3F常盤で開催します

のでよろしくお願いします｡ウ･ヒハンさんチョコお

いしいです｡ありがとう｡

囲谷昭吾会員　3月に入り､河津桜は私の家の側の井沼

方公園は満開で､親子連れがたくさん見えてにぎやか
です｡でも､昨日3月6日には植木職が枝おろしを始

めており､少し淋しい思いがしました｡今日の卓話､

セコム㈱の甘利康文様､よろしくお願いします｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡セコム株式会社広報部

甘利様｢セキュリティの話｣ ､卓話よろしくお願いい

たします｡

石井孝一会員　セコム株式会社広報部甘利様本日の卓話

宜しくお願い致します｡

富樫　孝会員　セコム㈱IS研究所甘利康文様､浦和支社

支社長瀧野順二様お忙しい中ありがとうございます｡

30分の中では語りつくせないと思いますのが､勉強

させていただきます｡宜しくお願い致します｡

山中重則会員　今日は!昨日､鎌倉に行って来ました｡

情緒があって私にピッタリだと思いました｡今度デー

トに使お～

上野拓也会員　本日の卓話｢セキュリティの話｣セコム

株式会社甘利康文様､瀧島順二様よろしくお願い致し

ます｡

吉田律子会員　梅も桜も開花して､春ですネ｡でも本日

の卓話｢セキュリティの話｣のセコム株式会社さんの

お話も真剣に伺いたいと思います｡何故なら世間には

キケンな事が山ほどありますから!生きる事は平常心

を保ちつつ､常に緊張感を持ち続ける事と再確認した

此の頃です｡

岡崎　渉会員　皆さんこんにちは｡寒さがぶり返してき

ましたね｡桜の開花もプレそうですね｡

杉田将大会員　皆さんこんにちは｡先日の夜間例会､

大変勉強になりました!皆さんありがとうございま

した｡また篠原さん､大熊さんとの深夜排梱､とて

も楽しかったです!ありがとうございました｡

繰越金949,000円　本日30,000円　計979,000円
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米山記念奨学生
鳥目竿さん

今週末に終了式がありますので､今回が最後だと思
って手紙を書きました｡ ｢浦和北東クラブの皆様こん

にちは｡時のたつのが早く､奨学生になってからもう

1年が過ぎました｡この1年を振り返ってみますと､私

が皆様からもらったものが多く､伝えたものがとても

少ないですo　皆様に中国や内モンゴルについて伝えよ

うと思っていましたが､私は人の前に立つと頭が白く

なって緊張してしまうので､何も伝えられなくてすみ

ませんでした｡この1年間は私が社会に出た1年のよう

になり､大変勉強になりました｡皆様が中国や内モン

ゴルに行くときに､教えて欲しいことや手伝ってほし

いことがあればいつでも連絡して下さい｡皆様へ手作

りのチョコレートを持ってきました｡お召し上がり下

さい｡感謝の気持ちです｡最後になりましたが､皆様

のご繁栄とご健康を祈っています｡ ｣
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
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会1%=る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3
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会長エレクト

副会長
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副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和
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