
　私は随分お断りを申し上げたんですが、私
の会長時に福島会長にお願いしました。それ
で今回私はお受けしたのです宜しくお願いし
ます。それからロータリー100年史が発行されました。これを見
て、これから会長を目指す人はこれが1冊あればバンバンで
す。来年宜しくお願いします。

初瀬照夫君

◎久し振りの例会、皆様にお会いするのを楽
しみにしておりました。大山さんの卓話、楽し
みにしてます。 福島佳之君、阿部充宏君、池田達哉君

　皆さん、こんにちは。コロナの関係で１ケ月以
上休会となってしまいましたが、お変わりなく沢
山お出で頂いてありがとうございます。なかな
かロータリーの事業・運営にも支障をきたすような日々が続いて
おりましたが、一からスタートして、皆様の融和を図って、楽しく
やって行きたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。
　役員理事会が先ほど開催されました。９月の役員理事会も
実際にお会いして議題を進めるということがかなわず、文書或
いはメール等々で役員理事の方々を審議させて頂いておりま
す。９月に関しましては、2021‒22年度ガバナー補佐を郡山RC
から輩出しなければならないということで、初瀬照夫さんにお
願いしてご承認頂きました。
そして10月の理事会ですが、郡山RC在籍38年の大ベテラン
でパスト会長でもあられます石井敏久さんが、身体の関係で９
月一杯で退会をしたいということです。私も直接お電話でお話
をして、やむを得ない事情をお伺いしました。ご承認頂きたいと
思います。今年の地区大会が11月７日㈰に小名浜で開催され
る予定になっております。当日いわきの地で参加できるのが各
クラブ２名までとなっており、私と幹事だけの参加となります。そ
れ以外の方々はYouTubeで当日配信致しますので、そちらで
地区大会をご覧になって頂きたいと思います。その人数を事
前に知りたいという案内もきておりますので、10月12日までに参
加なされる方は、あとで事務局からご案内差し上げます。よっ
て７日の地区大会の例会が無くなった関係で、11月11日にリア
ルの例会をやりたいと思っております。内容は郡山RCの皆様
に、地区大会で大変お世話になったということで分散会と慰
労会を兼ねて、夜の例会でやりたいと思います。

会長挨拶 福島佳之 会長

事務所／〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階　TEL024-923-0729　FAX024-939-5678

ROTARY CLUB
KORIYAMA 

国際ロータリー第2530地区（旧承認番号 3992）

第7回　2021年10月7日

WEEKLY REPORT
2021‒2022

国際ロータリー２５３０地区 郡山ロータリークラブ　会長：福島 佳之　幹事：阿部 充宏　例会場：郡山ビューホテルアネックス　ＴＥＬ．０２４-９３９-１１１１　例会日：木曜日

会報第7号（通算3349号）2021.10.14発行 編集責任者：阿部 充宏　編集：クラブ会報委員会　委員長 伊野 泰司
副委員長 大木 勝浩／委員 石井 祐一・竹谷 金浩・成田 英樹・橋本半兵衛

　ロータリーレートが10月から１ドル112円となりま
す。年次計画・年次報告書がレターケースに入
っていますので、宜しくお願いします。

幹事報告 阿部充宏 幹事

奨学金贈呈

　みなさんはいつも私のことを応援して
くれて、ありがとうございます。

ゴンザレス・マルチン・エドアルド君

米山功労者感謝状贈呈

　次年度ガバナー補佐の件ですが、郡
山RCのビジョン委員会で、次年度ガバ
ナー補佐の件をお諮り頂いたところ、全会一致で初瀬照夫さ
んが推薦という形になりました。初瀬さん、頑張って下さい。

中原喜範君

環境保全委員会報告

　今年は、特に何をやるという事を決めていま
せんが、地区の活動としまして毎年継続して
いる猪苗代湖の水草回収を、10～11月の毎週土日に行って
おります。本年度はクラブとして一斉に参加するということは特
にしないということです。ロータリーは本来は継続活動は行わ
ないという主旨に照らしてどうなのかというご意見も踏まえまし
て、自主参加ということにしております。ご協力の程、宜しくお願
いします。

湯浅大郎 委員長

プログラム委員会報告・紹介

　10月28日の再発会例会と、11月11日の地区
大会慰労会ということで、２回夜の例会を予定
しております。そして10月は米山月間なので、21日は米山委員
会に、11月４日はロータリー財団を学ぶ卓話、18日は日銀の植
田支店長、25日は鈴木光二様のゲスト卓話を予定しておりま
す。来週が青木誠君、今日は㈱ケイビ専務取締役の大山勇
起君から卓話をお願いします。

山口松之進 委員長

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　2日／有賀隆宏君
12日／遠藤大助君、佐藤政弘君
16日／福内浩明君 24日／五十嵐酋平君
26日／佐藤修朗君 27日／橋本半兵衛君

9月誕生日祝い

　1日／大槻　努君 15日／大島勝利君
17日／大野勝久君 18日／平城大二郎君、阿部和博君
21日／神山英司君 25日／佐藤　聡君

9月結婚記念日祝い

　3日／横田重一君、高橋良和君
10日／菅家惣一郎君 17日／中原喜範君
25日／平城大二郎君

10月誕生日祝い

　2日／阿部賢輔君 　4日／並木　肇君
　7日／竹谷金浩君 　8日／中原喜範君
10日／菅野秀士君 12日／菅家惣一郎君
15日／有賀隆宏君 18日／高橋裕一君、堀川紀房君
21日／石黒秀司君 21日／石黒秀司君
29日／佐久間啓君

10月結婚記念日祝い

　当社は警備業を生業とした会社
です。会社概要は、1999年９月２日に
設立しまして、お陰様で今年で23年目を迎えます。本社は郡山

会員卓話
㈱ケイビ
 専務取締役 大山勇起君

総員／98名　出席／58名　欠席／40名
出席率／59.18％　前回修正率／63.10％
他クラブ出席／3名

出席報告 佐藤　聡 委員長

世話クラブ　いわき内郷RC
　　米山奨学生　キム・ビョル氏

次 回 第９回例会
令和3年10月21日㈭

ゲスト卓話

〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一

☎ 932‒0318　　932‒0319
〒963‒0119  郡山市巳六段 116

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一 委員長ロータリー情報委員会

　10月19日㈫に親睦ゴルフコンペを熱海カントリークラブで開
催させて頂きたいと思います。是非皆さん宜しくお願いします。

◎例会の再開、本当に良かったです。早くコロナがなくなります
ように…。大山さんの卓話、楽しみにしております。

 大木勝浩君、橋本　勝君、前田泰彦君
 伊野泰司君、山口松之進君、成田英樹君
◎まずは例会再開をともに喜びましょう。そして、まだまだ油断
はできないことを忘れないように！

 湯浅大郎君、高橋裕一君、佐藤政弘君、佐藤尚宏君
 遠藤喜志雄君、有馬賢一君、宮川雄次君
◎父が大変お世話になりました。これから私が頑張りたいと思
います。 石井祐一君

◎８月の誕生日プレゼント、ありがとうございました。
 渡辺邦浩君
◎８月の納涼会はお世話になりました!10月ゴルフをまた予定
しておりますので、ヨロシクお願いします! 二瓶健一君
◎宜しくお願いします。 大山勇起君
◎来週の卓話、宜しくお願いします。 青木　誠君

市大槻町にあります。従業員数は先月末で320名で、支店は７
ケ所（郡山・いわき・福島・白河・本宮・須賀川・茨城）です。営業
所は南相馬と栃木にあります。事業内容は、綜合警備業務と中
心にしていまして、それ以外の防犯や防災用品の販売及び輸
出入を行っております。この二つを二本柱として事業を展開して
おります。警備事業についてですが、交通誘導警備業務。道路
で車を止めたり、片道交互通行。あとは施設です。工場とか病
院とか、そういったところの警備をさせて頂いております。あとはイ
ベントや催事場、巡回警備とか、メガソーラーとか、こういったもの
も物がよく無くなるので、そういった物が無くならないように機械と
人で警備するといったこともやっています。商事事業としては、セ
キュリティ機器関係、防犯・防災用品を販売しております。生体
認証システムとか不審者事前検知システムというものを海外か
ら輸入して販売しています。あとは防犯カメラとか一般的な物も
あります。生体認証システムに関しては、非接触で認証できるよう
なもので、指紋認証や顔の認証、静脈、虹彩がとれるものになっ
ています。不審者事前検知システムというものはロシア製で、「メ
ーカーの中では全てのセキュリティ機は過去になる」といったも
のをキーワードに販売しています。不審者事前検知システムとい
うのは、防犯カメラで映像を撮ります。それを画像解析し、その中
で検知した結果として突発的異常行動をとる可能性があるか
どうか、ここを検知しまして警備員のハンディフォンやモバイルに
転送するというものです。防犯・防災商品としては、水が入ること
で水を止めるものや、エアリスという商品で空気から水を作る製
品を取り扱っています。現状アメリカやイスラエルとか世界には
空気から水を作る製品が沢山あるんですけど、日本ではなかな
か大きなところが扱ってなくて、ベンチャー企業が扱っています。
空気から水なんて出来るの？と思う方がいるんですが、エアコン
室外機の要領です。ああいうもので水を作って、UVで殺菌、フィ
ルターで濾過して飲めるようになります。
　私どもの会社としては警備事業と商事ビジネスというものを二
つにしております。人によって安全を提供させて頂くという事業
と、物を提供することで安全安心を提供させて頂くという、この二
つを軸にしておりまして、私どもは人と物、この二つによるサービ
スでお客様に安心という価値を提供する、これをモットーにして
おります。それが我々ケイビでございます。



　私は随分お断りを申し上げたんですが、私
の会長時に福島会長にお願いしました。それ
で今回私はお受けしたのです宜しくお願いし
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初瀬照夫君

◎久し振りの例会、皆様にお会いするのを楽
しみにしておりました。大山さんの卓話、楽し
みにしてます。 福島佳之君、阿部充宏君、池田達哉君

　皆さん、こんにちは。コロナの関係で１ケ月以
上休会となってしまいましたが、お変わりなく沢
山お出で頂いてありがとうございます。なかな
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やって行きたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。
　役員理事会が先ほど開催されました。９月の役員理事会も
実際にお会いして議題を進めるということがかなわず、文書或
いはメール等々で役員理事の方々を審議させて頂いておりま
す。９月に関しましては、2021‒22年度ガバナー補佐を郡山RC
から輩出しなければならないということで、初瀬照夫さんにお
願いしてご承認頂きました。
そして10月の理事会ですが、郡山RC在籍38年の大ベテラン
でパスト会長でもあられます石井敏久さんが、身体の関係で９
月一杯で退会をしたいということです。私も直接お電話でお話
をして、やむを得ない事情をお伺いしました。ご承認頂きたいと
思います。今年の地区大会が11月７日㈰に小名浜で開催され
る予定になっております。当日いわきの地で参加できるのが各
クラブ２名までとなっており、私と幹事だけの参加となります。そ
れ以外の方々はYouTubeで当日配信致しますので、そちらで
地区大会をご覧になって頂きたいと思います。その人数を事
前に知りたいという案内もきておりますので、10月12日までに参
加なされる方は、あとで事務局からご案内差し上げます。よっ
て７日の地区大会の例会が無くなった関係で、11月11日にリア
ルの例会をやりたいと思っております。内容は郡山RCの皆様
に、地区大会で大変お世話になったということで分散会と慰
労会を兼ねて、夜の例会でやりたいと思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　ロータリーレートが10月から１ドル112円となりま
す。年次計画・年次報告書がレターケースに入
っていますので、宜しくお願いします。

幹事報告 阿部充宏 幹事

奨学金贈呈

　みなさんはいつも私のことを応援して
くれて、ありがとうございます。

ゴンザレス・マルチン・エドアルド君

米山功労者感謝状贈呈

　次年度ガバナー補佐の件ですが、郡
山RCのビジョン委員会で、次年度ガバ
ナー補佐の件をお諮り頂いたところ、全会一致で初瀬照夫さ
んが推薦という形になりました。初瀬さん、頑張って下さい。

中原喜範君

環境保全委員会報告

　今年は、特に何をやるという事を決めていま
せんが、地区の活動としまして毎年継続して
いる猪苗代湖の水草回収を、10～11月の毎週土日に行って
おります。本年度はクラブとして一斉に参加するということは特
にしないということです。ロータリーは本来は継続活動は行わ
ないという主旨に照らしてどうなのかというご意見も踏まえまし
て、自主参加ということにしております。ご協力の程、宜しくお願
いします。

湯浅大郎 委員長

プログラム委員会報告・紹介

　10月28日の再発会例会と、11月11日の地区
大会慰労会ということで、２回夜の例会を予定
しております。そして10月は米山月間なので、21日は米山委員
会に、11月４日はロータリー財団を学ぶ卓話、18日は日銀の植
田支店長、25日は鈴木光二様のゲスト卓話を予定しておりま
す。来週が青木誠君、今日は㈱ケイビ専務取締役の大山勇
起君から卓話をお願いします。

山口松之進 委員長

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　2日／有賀隆宏君
12日／遠藤大助君、佐藤政弘君
16日／福内浩明君 24日／五十嵐酋平君
26日／佐藤修朗君 27日／橋本半兵衛君

9月誕生日祝い

　1日／大槻　努君 15日／大島勝利君
17日／大野勝久君 18日／平城大二郎君、阿部和博君
21日／神山英司君 25日／佐藤　聡君

9月結婚記念日祝い

　3日／横田重一君、高橋良和君
10日／菅家惣一郎君 17日／中原喜範君
25日／平城大二郎君

10月誕生日祝い

　2日／阿部賢輔君 　4日／並木　肇君
　7日／竹谷金浩君 　8日／中原喜範君
10日／菅野秀士君 12日／菅家惣一郎君
15日／有賀隆宏君 18日／高橋裕一君、堀川紀房君
21日／石黒秀司君 21日／石黒秀司君
29日／佐久間啓君

10月結婚記念日祝い

　当社は警備業を生業とした会社
です。会社概要は、1999年９月２日に
設立しまして、お陰様で今年で23年目を迎えます。本社は郡山

会員卓話
㈱ケイビ
 専務取締役 大山勇起君

総員／98名　出席／58名　欠席／40名
出席率／59.18％　前回修正率／63.10％
他クラブ出席／3名

出席報告 佐藤　聡 委員長

世話クラブ　いわき内郷RC
　　米山奨学生　キム・ビョル氏

次 回 第９回例会
令和3年10月21日㈭

ゲスト卓話

〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一

☎ 932‒0318　　932‒0319
〒963‒0119  郡山市巳六段 116

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一 委員長ロータリー情報委員会

　10月19日㈫に親睦ゴルフコンペを熱海カントリークラブで開
催させて頂きたいと思います。是非皆さん宜しくお願いします。

◎例会の再開、本当に良かったです。早くコロナがなくなります
ように…。大山さんの卓話、楽しみにしております。

 大木勝浩君、橋本　勝君、前田泰彦君
 伊野泰司君、山口松之進君、成田英樹君
◎まずは例会再開をともに喜びましょう。そして、まだまだ油断
はできないことを忘れないように！

 湯浅大郎君、高橋裕一君、佐藤政弘君、佐藤尚宏君
 遠藤喜志雄君、有馬賢一君、宮川雄次君
◎父が大変お世話になりました。これから私が頑張りたいと思
います。 石井祐一君

◎８月の誕生日プレゼント、ありがとうございました。
 渡辺邦浩君
◎８月の納涼会はお世話になりました!10月ゴルフをまた予定
しておりますので、ヨロシクお願いします! 二瓶健一君
◎宜しくお願いします。 大山勇起君
◎来週の卓話、宜しくお願いします。 青木　誠君

市大槻町にあります。従業員数は先月末で320名で、支店は７
ケ所（郡山・いわき・福島・白河・本宮・須賀川・茨城）です。営業
所は南相馬と栃木にあります。事業内容は、綜合警備業務と中
心にしていまして、それ以外の防犯や防災用品の販売及び輸
出入を行っております。この二つを二本柱として事業を展開して
おります。警備事業についてですが、交通誘導警備業務。道路
で車を止めたり、片道交互通行。あとは施設です。工場とか病
院とか、そういったところの警備をさせて頂いております。あとはイ
ベントや催事場、巡回警備とか、メガソーラーとか、こういったもの
も物がよく無くなるので、そういった物が無くならないように機械と
人で警備するといったこともやっています。商事事業としては、セ
キュリティ機器関係、防犯・防災用品を販売しております。生体
認証システムとか不審者事前検知システムというものを海外か
ら輸入して販売しています。あとは防犯カメラとか一般的な物も
あります。生体認証システムに関しては、非接触で認証できるよう
なもので、指紋認証や顔の認証、静脈、虹彩がとれるものになっ
ています。不審者事前検知システムというものはロシア製で、「メ
ーカーの中では全てのセキュリティ機は過去になる」といったも
のをキーワードに販売しています。不審者事前検知システムとい
うのは、防犯カメラで映像を撮ります。それを画像解析し、その中
で検知した結果として突発的異常行動をとる可能性があるか
どうか、ここを検知しまして警備員のハンディフォンやモバイルに
転送するというものです。防犯・防災商品としては、水が入ること
で水を止めるものや、エアリスという商品で空気から水を作る製
品を取り扱っています。現状アメリカやイスラエルとか世界には
空気から水を作る製品が沢山あるんですけど、日本ではなかな
か大きなところが扱ってなくて、ベンチャー企業が扱っています。
空気から水なんて出来るの？と思う方がいるんですが、エアコン
室外機の要領です。ああいうもので水を作って、UVで殺菌、フィ
ルターで濾過して飲めるようになります。
　私どもの会社としては警備事業と商事ビジネスというものを二
つにしております。人によって安全を提供させて頂くという事業
と、物を提供することで安全安心を提供させて頂くという、この二
つを軸にしておりまして、私どもは人と物、この二つによるサービ
スでお客様に安心という価値を提供する、これをモットーにして
おります。それが我々ケイビでございます。


