
★司会　河口武生 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「君が代」｢奉仕の理想｣

ソングリーダー  中條藝立 会員

山崎美津夫

小山宏明　出席報告

会長報告 河口武生　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

山室 宗作　様（神奈川ＲＣ）

飯塚 正良　様（川崎ＲＣ）

【スピーカー紹介】

　Willam J Young 様

　演題「個人で出来る海外でのテロ対策」

【ロータリー青少年交換】

　　　　　　　　　　増田カウンセラー

　　　　　　　　　　エリアス 君

河口武生　会長 ゲスト紹介

1. 次週（火）ＩＭ参加の皆様は、ＪＲ川崎13：15　集合
 14：00受付　14：30開会式　エポックなかはら
2.ロータリー米山奨学会寄付領収証配布
3.ネパール国スリジャナタ小学校への協賛（５万円）
4.「抜粋のつづり」冊子を配布いたします。
　 株式会社熊平製作所の創業者で熊平源蔵氏が社会
 に感謝・報恩の思いから昭和 6 年に創刊されました。
　 毎年寄贈していただいております。
5.本日、理事会あります

今後の予定
◎ 2月11日(木)　休会（建国記念の日）

◎ 2月18日(木)　創立記念夜間例会
  　　　　　点鐘　18：30  場所　サンピアンかわさき

◎ 2月25日(木)　「外部卓話」　トマール氏

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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ありません

●川崎百合丘ＲＣ
　　3/22(火) 休会（定款細則により）
  3/29(火) お花見移動例会

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ

委員会報告
　　

■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　   ロータリーの友掲載記事紹介
■山崎美津夫 親睦活動委員長
 ２月お誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

 2月のお誕生会

 

御幡幸男会員  2月 6日

髙橋知里会員　2月14日

松中秀司会員  2月18日

武藤泰基会員  2月22日

青少年交換

エリアス君　　2月 6日

Happy
 Birthday!



◆ 松中会員
　  ビリーヤングさん、卓話のほど宜しく。テロの問題は大いに関 心
 があります。
◆ 増田敏雄会員
 2014-15年度第1回会長幹事会の幹事無地終わってほっとして
 います。西尾さん、シーハーズの特別料理好評でした。
 有難うございました。
◆ 茶谷会員
　 生まれて初めて鍼を打ちました。お陰様で絶好調！！
◆ 西尾会員
 昨日節分祭参加の皆様、御苦労様でした。
 又、打ち上げシーハーズにて有難うございました。
 追伸 増田さん、高額な宴会有難うございました。
◆ 森野会員
  昨日の節分祭お疲れ様でした。西尾さんご馳走様でした。
 豆投げ過ぎて肩が痛く、そしてもう花粉症です。
◆ 増田洋一会員
　 1/24開催の藤沢市民10マイルマラソン(16km)を1：27で完走しま
 した。
◆ 山本会員
 山室様、いらっしゃいませ。いつもご指導有難うございます。
◆ 河口会員
 昨日の稲毛神社の豆まき参加の皆様、お疲れ様でした。
 エリアス君も喜んでいました。
◆ 安本会員
 1. Willam J Young様、本日のお話楽しみにしています。
 2. 節分祭出席の皆さん、御苦労様です。
 御利益あるといいですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆ 武藤会員
 妻の誕生日にお花をいただき有難うございました。
◆ 福嶋会員
 昨日、稲毛神社節分祭例席の皆様、大変お疲れ様でした。
◆ 秦会員
　 ビリーヤング様、今日は宜しくお願いします。
 昨日は思い出の豆まきになりました。
 大声を出してスッキリでした。
◆ 野口会員
　 Ｗｉｌｌａｍ.Young様、本日は宜しくお願い致します。
◆ 鈴木会員
 ビリーヤング様、ようこそおいで下さいました。本日の卓話宜し
 くお願いします。
 国際ロータリー第2590地区ポールハリスソサエティコーディ
 ネーター山室宗作様、いらっしゃいませ。
 いつもご指導有難うございます。
　 飯塚様、ようこそいらっしゃいました。
◆ 伊藤秀司会員
　  Willam J Young様、数年前には横須賀海軍基地をご案内いた
 だきありがとうございました。本日の卓話宜しくお願いします。
◆ 小山会員
　 WillamJYoungさま、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆ 山崎会員
　 伊藤恒満さん、車の手配有難うございました。
 ビリーヤング様卓話楽しみにしています。
◆ 中條会員
　  昨日は初体験節春とても良かったです。
 今年もいい事が沢山 ありますように～

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★お世話になります。本年も宜しくお願い申し上げます。
（山室宗作 様　神奈川ＲＣ）
★松中さんのお誘いをいただきましたので伺いました。
　P.S鳥屋尾明盛コンサートのご案内を持参しました。
（飯塚正良 様　川崎ＲＣ）

東日本大震災義援金　 5,000　円

　　　累計金額 　　 82,000　円

本日のニコニコ　　　29,000　円

　　　累計金額  　 606,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

Ｗｉｌｌａｍ．Ｊ．Young 様

本日の卓話

　

『個人で出来る海外でのテロ対策』
ヤングさんは鎌倉で生まれ、父は米海軍大佐・母は日本人。流暢な日本語を話し川柳も詠む。
1985年ワシントン大学で国際関係学部　日本専攻コースを卒業し、米海軍に入隊し将校として
20年勤務する。2000年10月12日アデン湾でのテロが発生。当時シンガポールの海軍司令部
の幕僚だったヤングさんは、この事件を機にテロ対策専門官に命じられ、米艦と将兵の安全
教育を担当するようになり、テロといえば"Young"と言われるようになった。
日本人と日米関係の役立ちたいという使命感から日本での永住権を取得し、現在、テロ対策
のコンサルタントとして活躍している。
『皆さん、テロは対岸の火事と思っていませんか？今、テロは確実に日本人を狙っています。』
インドネシアのジャカルタで爆発事件が有りました。イスラム国が東南アジアに進出してきてい
て、テロはすぐ目の前に迫ってきています。では、テロの目的はなんでしょうか。
「１.政治的な目標の達成」・「２.政府が無力である事の証明」・「３.資金集め」です。
皆さん日本人は残念ながらこの条件に入ってしまっているんです。外務省でどの国が危険で
すから注意して下さい。と言っていますが、実際には何をどうやって注意するのか教えてくれ
ません。今日は、私がお話したいと思います。本来ならば4時間位かかりますが、今日は時間
の関係で簡潔にポイントを絞ってお話しします。まずは大きく分けて3つあります。
１.ライオン（テロの目線で自分の行動を見る）
ソマリアでもしもライオンに遭遇したら、ライオンより早く走る必要はありません。すぐそばの隣
の人より早く走れば良いのです。猛獣は獲物を狙う時オーラを感じて、一番弱っている相手を
狙います。また、日本人はお金持ちというイメージがありますから、日本人だと思わせない工夫
をして下さい。あまり目立たない行動を心がける。猛獣の獲物にならない事が大切。

ロータリーはキリスト系、お金持ちの集まり、そして何よりも世界平和に貢献するという理念、この理念そのものがテロリスト
の敵となりますので、飛行機の中ではロータリーバッチを付けないこと。現地で必要な時だけ付けて下さい。テロの恰好
の獲物にならないで下さい。
２.信号機（周りを意識し、突然の変化に素早く対応する）
信号を考える。青：セーフ進め、黄色：変化に対応する、赤：ブレーキを踏む。常に周りを意識し、今が青か赤かまた黄色
か素早く判断し対応する事です。日本の常識は世界の非常識です。飛行機では通路側より窓が側が安全です。
タクシーに乗る時、乗車する5人位前になったら注意します。急に順番を変えて割り込ん来たタクシーには乗りません。
自分をターゲットにしていると思うべきです。不自然な急な変化への注意が必要です。私なら何かわざと落し物をして次
の人に譲ります。ホテルのプールサイドでトロピカルドリンクを飲んでいるときでも注意が必要です。もしも部屋の番号が
知られたら、確実に部屋は留守の状態だと教えている事になるのです。
3.ミサイル（物事に勢いが付く前に問題解決をする）
対艦ミサイルはマッハ３のスピードで迫ってきます。電信柱のように小さな目標を打ち落とすのは大変困難です。また打
ち落としても爆発し燃料が同じマッハ３でこちらに迫って来ます。一番簡単で安全な方法は飛行機ごと打ち落とす事なん
です。飛行機は人が乗っていますから、人体が耐えられるGの範囲で動きますので狙い安いんです。物事が勢付いて来
る前に解決することが大切なのです。
『皆さん、都心の一流ホテルと空港と都心の中間にある二流のホテルではどちらを選びますか。』一流ホテルの方が狙わ
れ易いです。なぜなら富裕層の利用が多いからです。空港に近い方がより安全でターゲットになりにくく、何かあっても
いち早く飛行機に乗れます。またこんな言葉があります。「１回目は事件、2回目は偶然、3回目は敵意」、私は車で家に
帰る時常にこれをしています。4つ前の曲がり角からミラーで後ろの車を観察します。同じ車が3回に自分と同じ行動をと
れば注意が必要です。そのような場合は、次の角は曲がらずに真っ直ぐに進みます。
また、『子供さんの安全について全て学校に任せていませんか。』今、学校では保護者カードというものがあります。これ
は簡単に偽造が出来ます。そして、学校に「家内が事故に遭い危ない状況で、自分はこれから病院に行きます。私の代
わりに部下に名刺と保護者カードを持たせますので子供を預けて下さい。」と電話をかけ、子どもが誘拐にされることも考
えられます。この時子供が犯人に向かって合言葉を言い、その合言葉に答えられなければ付いていかないといった家族
の安全を守るルールを作ることが大切です。アメリカでは"キッズコード"と言います。
テロは我々を狙っています。だからといって皆さんが海外に行かなくなれば、テロの勝ちです。悔しいじゃありませんか。
テロに負けないように、海外にも行って下さい。但し、充分注意して無事に帰って来て下さい。
本日はヤングさん貴重なお話しをありがとうございました。


