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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。先日、ラーメンチェーンの
幸楽苑がロボットによる配膳を始めた、というニュ
ースが流れておりました。人手不足に対応するた

め、客のテーブルに料理を自動で届けるロボットを導入したそうで
す。そこでちょっと調べてみました。
　世界をリードする日本のロボット産業は日進月歩で進化し、AI
（人工知能）やIoTに代表されるロボット産業も新しい技術が次々
と生み出されています。今日ご紹介したいのは、一般の家庭に役
に立つようなロボット開発の一例です。まるでSF映画に登場して
いたかのようなロボットも数多く登場しており、ロボット産業の未来
から目が離せません。ソフトバンクのMusio X（ミュージオ）は双方
間のコミュニケーションを通じて英語学習ができるロボットトイで
す。まるで友達と話しているかのような感覚で、語学学習ができ、
全く同じ質問をしても違う答えを返してくれるという、人間の頭脳に
近い最先端のAIを搭載しています。子供のみならず大人の英語
学習にも最適なロボットだそうです。また、人型ロボットといえば「鉄
腕アトム」ですが、アトムのロボットトイも登場しています。最先端の
AIを搭載しており、家庭内で一緒に暮らせる人型ロボットです。
子供向けに、歌ったり踊ったりといった機能から、落語や将棋の
棋譜の読み上げまでに対応しており、大人も子供も一緒に楽しめ
るロボットトイです。また、一般家庭向けロボットの「Walkar」（ウォ
ーカー）はさらに驚く最新の技術が搭載された人型ロボットです。
スムーズな二足歩行が可能で、身長145㎝、体重77kgと体格も
人に近いです。できる機能は家庭内でドアを開け閉めしたり、水を
注いだり、物を持ち上げたり、スマートデバイスを通してエアコンや
家電をコントロールすることができます。また、人間でも高度な技術
が必要なピアノ演奏や、絵を描いたりすることもできるそうです。近
い将来、家庭内にロボットが一台いるのが当たり前になったり、介
護施設で話の相手をするロボットが普及していくでしょう。
　最後になりますが、アメリカのボストン・ダイナミクス社は人型ロボ
ット、犬型ロボットを開発しているのですが、ぜひ一度動画検索を
して頂くとその動きに驚くと思います。ボストン・ダイナミクスで検索
してみてください。

　９月も半ばとなり、朝夕は涼しさを感じることが多くなってきまし
た。空気の匂いも何となく秋めいてきたなぁと感じる今日この頃で
す。さて、そんな中、来週の例会は「移動例会」です。アネックスで
なく本館にて18時の開催になりますので、お間違いの無いように
宜しくお願い致します。 （幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／101名　出席／49名　欠席／52名
出席率／48.51％　前回修正率／63.22％
他クラブ出席／4名

安藤紀彦委員長出席報告
◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。
㈱帝国データバンク郡山支店長西迫さん、卓

話宜しくお願いします。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は西迫支店長には、卓話を宜しくお願い致します。
 伊野泰司君
◎西迫支店長の卓話、楽しみにしております。本日もサンダルにて
失礼致します。 大木勝浩君
◎高橋良和さんの郡山市功労賞の受賞をお祝い申し上げます。
　 遠藤友紀晴君、鈴木禎夫君
◎暑さも今日まで。明日から秋を楽しみましょう。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

㈱帝国データバンク郡山支店
支店長 西迫耕一郎君

　私は昭和49年4月3日生まれ
の今年46歳です。両親とも鹿児

島の人間で、父が陸上自衛隊だったもので長崎県、千葉県と小
学校時に移り住みました。私の自宅は千葉県習志野市です。現

会員卓話

移動例会  郡山ビューホテル次 回 第11回例会
令和2年9月24日㈭

　受付に会員増強カードが置いてありますので、
提出とご紹介を宜しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日は会員卓話と致しまして、㈱帝国データバ
ンク郡山支店の西迫支店長よりお話を賜ります。

是非、様々な情報、皆さんに知りたいものをお話し頂けると思いま
すので、最後までお付き合いの程を宜しくお願いします。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　去る8月29日㈯に公共イメージ・ＩＴ委員会セミ
ナーに参加して来ました。世間一般にアンケート

を取ったところ17％の人しかロータリーのことを認識している人が

地区セミナー報告
酒井良胤広報委員長

　9月30日に安達太良カントリークラブに於きまし
て、第2回親睦ゴルフコンペを開催いたしますの

で宜しくお願いします。10月16～17日に会津方面に秋の親睦旅
行へ行きたいと思っております。案内はこれから配布されますの
で、皆様どうか宜しくお願いします。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

〒963‒0724  郡山市田村町上行合字下川原 84‒1

㈱横山鋼業
代表取締役 横　山　　大

☎ 944‒9825　　943‒2457
〒963‒8570  郡山市長者 1‒7‒20

東京海上日動火災保険㈱郡山支社
支社長 佐　藤　文　和

☎ 934‒8601　　934‒8602

在妻と小学1年生の娘がおり単身赴任中です。私は東洋大学経
済学部卒で、学生時代はサークルとバイトに明け暮れておりまし
た。
　帝国データバンクに平成19年1月に入社し、千葉支店に調査・
営業職として，平成28年4月に千葉支店の調査第二部長、今年4
月に郡山支店長として赴任して来ました。帝国データバンクは東
京都港区青山にございます。1900年（明治33）3月3日に創業し
ておりまして、今年創業120年です。従業員は3200名、全国83ケ
所ありまして、福島県は福島支店・郡山支店・いわき支店の3ケ所
です。郡山支店は昭和42年3月に開設していまして、私で13代目
の支店長となります。当時の創業者である後藤武夫が渋沢栄一
から、信用調査なんて個人がやるものではないと言われたんです
けども、詐欺から善良な商人を守るということで信用調査が始
まったわけです。全国の調査員は約1700名おりまして、1人当たり
大体年間300～400社調査します。私もこれまでで約3000社以
上の企業に訪問しまして、社長と面談等をさせて頂きました。皆
様のようなしっかりとした企業ばかりではなく、なかにはパクリ屋と
言われる詐欺グループみたいな企業があります。何社か私もそう
いう企業に行ったことがあります。なかなか帰してくれない企業と
かもありましたし、実際現地に実態がない会社もあります。大体机
が1つ、段ボールが何個かあり、いつでも居なくなれるような状態に
なっている企業というのもありました。中には粉飾決算をあからさま
に出してくる企業もあります。お金を出してくる企業もありましたけ
ど、当然受け取りません。このような企業の特徴と致しまして、HP
を見て電話してきて、大量に仕入れたいというお話があります。こ
れに応じるとまず債権は回収できないです。中には最初の取引で
支払いを行うことで信用させ、その後大量の仕入れを求め支払
いをしないで消えてしまうという企業もあります。このような企業に
足下をすくわれないように、商業登記上で分かる幾つかの注意
点があります。昨年9月から今年8月までの1年間で、福島県内で
商号変更をしたのが68社ありました。その内郡山は19社ありま
す。商号変更で注意することは、買収等だとまた別なんですが、
それ以外に〇〇機械から〇〇建設とか〇〇食糧とか、明らかに
業種が異なる商号変更をしているところは事業の確立ができて
いない可能性があります。あと脱税や他の事件など、社会的イ
メージダウンをしたところにはイメージ払拭の意味から商号変更
することがあります。肯定的に捉えるケースももちろんあります。会
社が成長した、多角経営になったということや、難しい漢字をカタ
カナやアルファベットにした場合です。有限会社から株式会社に
変更しても、商号変更という扱いになります。次に本店所在地で
す。この1年間に福島県で住所移転した企業は61社ありました。
その内郡山は24社です。郡山市から福島県内の郡山市以外へ
移転した企業が10社。郡山市から福島県外の移転が3社あり、
13社が郡山市から本店移転したということです。逆に転入企業
は、郡山市以外の県内から転入があった企業は7社。県外から

いないということです、インターネットを通じてロータリー活動をもっ
と広く知らしめねばならないのではないかという話がなされておりま
した。一番簡単なのは、マイロータリーに登録して頂いて、広く世
間一般に広報すべきだという話があり、特に郡山RCは会員数が
多いので、是非ともやって頂きたいというお話もありました。

郡山市への転入があったのは4社です。郡山市に新たに11社の
企業が入ってきました。この差額を見ますと、この1年間で郡山市
は純減2です。次に事業目的欄です。事業目的が余りに多岐に
渡っていないかを見る必要があります。過去に企業調査していま
すと、3ページに亘って事業目的が書いてあって、実際何をやって
いる企業か全く分からないというところです。通常一番目に記載さ
れている事業は、主業としている内容が通常なんですが、思いつ
くままに多くの業種を目的に登記しているような会社、例えば建設
業者なのか食品なのか化粧品業者なのか分からない企業。い
わゆるこれは取り込み詐欺、パクリ屋と言われる会社に多く見受
けられます。建設屋だと思ってたら食肉を多く仕入れたいとか、魚
を仕入れたいとか、よく関東ではたまにある実態です。次に役員
欄です。この1年で代表者変更というのは福島県で774社。郡山
市で166社ありました。うち女性社長就任が福島県で100社、郡
山市で32社ありました。中小企業のほとんどは同族経営となって
おります。ただ上場の子会社など、通常の中小企業、零細、全く分
からない企業に於きましては役員が全員非同族とか、全員が非
同族というのは注意して見た方がいいです。これまでの経験から
言いますと、大体役員を調べて行くと過去に破産歴がある社長と
か、詐欺グループで一緒にやってた人とか、ネットを叩くと出てくる
人とか、そういう人達が役員になっていることがあります。こういう
企業は大体非同族で、全く知らない人達で固めている商号登記
の一例です。このように商業登記を取得すると様々なことが分か
りますので、何か不安なことがあればまずそれを見るのがいいか
と思います。以上、今後少しでも皆さんのお役に立てるように情報
提供をさせて頂ければと思います。
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　帝国データバンクに平成19年1月に入社し、千葉支店に調査・
営業職として，平成28年4月に千葉支店の調査第二部長、今年4
月に郡山支店長として赴任して来ました。帝国データバンクは東
京都港区青山にございます。1900年（明治33）3月3日に創業し
ておりまして、今年創業120年です。従業員は3200名、全国83ケ
所ありまして、福島県は福島支店・郡山支店・いわき支店の3ケ所
です。郡山支店は昭和42年3月に開設していまして、私で13代目
の支店長となります。当時の創業者である後藤武夫が渋沢栄一
から、信用調査なんて個人がやるものではないと言われたんです
けども、詐欺から善良な商人を守るということで信用調査が始
まったわけです。全国の調査員は約1700名おりまして、1人当たり
大体年間300～400社調査します。私もこれまでで約3000社以
上の企業に訪問しまして、社長と面談等をさせて頂きました。皆
様のようなしっかりとした企業ばかりではなく、なかにはパクリ屋と
言われる詐欺グループみたいな企業があります。何社か私もそう
いう企業に行ったことがあります。なかなか帰してくれない企業と
かもありましたし、実際現地に実態がない会社もあります。大体机
が1つ、段ボールが何個かあり、いつでも居なくなれるような状態に
なっている企業というのもありました。中には粉飾決算をあからさま
に出してくる企業もあります。お金を出してくる企業もありましたけ
ど、当然受け取りません。このような企業の特徴と致しまして、HP
を見て電話してきて、大量に仕入れたいというお話があります。こ
れに応じるとまず債権は回収できないです。中には最初の取引で
支払いを行うことで信用させ、その後大量の仕入れを求め支払
いをしないで消えてしまうという企業もあります。このような企業に
足下をすくわれないように、商業登記上で分かる幾つかの注意
点があります。昨年9月から今年8月までの1年間で、福島県内で
商号変更をしたのが68社ありました。その内郡山は19社ありま
す。商号変更で注意することは、買収等だとまた別なんですが、
それ以外に〇〇機械から〇〇建設とか〇〇食糧とか、明らかに
業種が異なる商号変更をしているところは事業の確立ができて
いない可能性があります。あと脱税や他の事件など、社会的イ
メージダウンをしたところにはイメージ払拭の意味から商号変更
することがあります。肯定的に捉えるケースももちろんあります。会
社が成長した、多角経営になったということや、難しい漢字をカタ
カナやアルファベットにした場合です。有限会社から株式会社に
変更しても、商号変更という扱いになります。次に本店所在地で
す。この1年間に福島県で住所移転した企業は61社ありました。
その内郡山は24社です。郡山市から福島県内の郡山市以外へ
移転した企業が10社。郡山市から福島県外の移転が3社あり、
13社が郡山市から本店移転したということです。逆に転入企業
は、郡山市以外の県内から転入があった企業は7社。県外から

いないということです、インターネットを通じてロータリー活動をもっ
と広く知らしめねばならないのではないかという話がなされておりま
した。一番簡単なのは、マイロータリーに登録して頂いて、広く世
間一般に広報すべきだという話があり、特に郡山RCは会員数が
多いので、是非ともやって頂きたいというお話もありました。

郡山市への転入があったのは4社です。郡山市に新たに11社の
企業が入ってきました。この差額を見ますと、この1年間で郡山市
は純減2です。次に事業目的欄です。事業目的が余りに多岐に
渡っていないかを見る必要があります。過去に企業調査していま
すと、3ページに亘って事業目的が書いてあって、実際何をやって
いる企業か全く分からないというところです。通常一番目に記載さ
れている事業は、主業としている内容が通常なんですが、思いつ
くままに多くの業種を目的に登記しているような会社、例えば建設
業者なのか食品なのか化粧品業者なのか分からない企業。い
わゆるこれは取り込み詐欺、パクリ屋と言われる会社に多く見受
けられます。建設屋だと思ってたら食肉を多く仕入れたいとか、魚
を仕入れたいとか、よく関東ではたまにある実態です。次に役員
欄です。この1年で代表者変更というのは福島県で774社。郡山
市で166社ありました。うち女性社長就任が福島県で100社、郡
山市で32社ありました。中小企業のほとんどは同族経営となって
おります。ただ上場の子会社など、通常の中小企業、零細、全く分
からない企業に於きましては役員が全員非同族とか、全員が非
同族というのは注意して見た方がいいです。これまでの経験から
言いますと、大体役員を調べて行くと過去に破産歴がある社長と
か、詐欺グループで一緒にやってた人とか、ネットを叩くと出てくる
人とか、そういう人達が役員になっていることがあります。こういう
企業は大体非同族で、全く知らない人達で固めている商号登記
の一例です。このように商業登記を取得すると様々なことが分か
りますので、何か不安なことがあればまずそれを見るのがいいか
と思います。以上、今後少しでも皆さんのお役に立てるように情報
提供をさせて頂ければと思います。


