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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２６０ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 11月 1日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ          ・ロータリーの目的・四つのテスト 

・来訪者名 吉田豊治様（越谷南 RC）   高橋 護職業奉仕委員長 

       加藤修子様（越谷南 RC）  ・発行月日 平成 28年 11月 8日（火） 

長澤幸義様（越谷南 RC） 

中村直弘様（越谷南 RC） ミルコ・ヘラー様（ドイツ） パク・ジェソプ様（韓国）（文教大学交換留学生） 

 

佐々岡 修会長 

.               皆さん、こんにちは。先週

23 日は越谷市民まつり、25

日にはガバナー公式訪問と

大きなイベントが続き、昨日

は地区大会実行委員会があ

ってクラブから 5名が出席し

ました。また 30 日には文教

大学へ出向き、文化祭を見て 

から国際食文化交流会の打合せをしてきました。忙しい日 

が続きますが来る 12 日・13 日には地区大会が予定されて 

いますので、皆様には参加のほどよろしくお願い致します。 

本日は越谷南 RCから吉田パストガバナーをはじめ大勢

のお客様にお越しいただいておりますので、後ほどお話を

頂戴したいと思います。 

 

 

１．地区より「RYLA 研修セミナー募集の案内」がきてい 

  ます。 

２．越谷 RC より 11 月の例会案内がきています。 

 

１１月の誕生・結婚祝い 

おめでとうございます 

中村隆雄会員（21 日誕生） 

佐々岡 修会員（24 日誕生） 

仲 文成会員（10 日結婚） 

山川純也会員（22 日結婚） 

 

 

■地区大会について           高橋 護委員 

地区大会実行委員会からの報告です。当クラブは広報担当 

となりますので、当日は多数の出席をお願い致します。 

 

吉田豊治様（地区大会実行委員長） 

皆さん、こんにちは。昨日は大勢の方に出席していただ 

きまして地区大会実行委員会を行いました。開催まであと  

10 日ほどになって私も落ち着きません。他のグループか 

 

ら「第 8 グループはガバナーを 4 人も出し、事業も活発で

すごいなぁ」と言われています。

浅水ガバナーも頑張っていま

すので、この大会をなんとか成

功させたいと思っているとこ

ろです。私も頑張りますので、

皆様にはご協力のほどよろし

くお願い致します。 

 

ミルコ・ヘラー様(交換留学生) 

こんにちは。ミルコ・ヘラー 

と申します。ドイツから来まし 

た。私は日本の文化に興味があ 

ります。4 年前にロータリーク 

ラブのお陰で新潟県へ行きま 

したが、それは私にとってとて 

も良い経験でした。ありがとう 

ございました。 

 

パク・ジェソプ様(交換留学生) 

こんにちは。韓国からまいり

ましたパク・ジェソプと申し 

ます。ロータリークラブという

団体は知っていましたが、今ま 

で縁がありませんでした。越谷

へ来て皆さんと縁ができて嬉 

しく思います。韓国では大学で

日本語を専攻していましたの 

で、日本で大学生活をしてみたいと思っていました。 

 

  長澤幸義様（越谷南 RC） 

 皆さん、こんにちは。越谷南 RC の長澤と申します。1 

年 10 ヶ月前に浅水ガバナーのお誘いで入会し、今年度は

地区副幹事という大役をいただき管理運営部門、ガバナー

月信、職業奉仕の 3 部門を担当しています。昨年、小池 

さんと IM ゴルフでご一緒して以来、仲良くさせていただ 

いておりますが、これもロータリーバッジのお陰です。3 

 

次月・次週インフォメーション 

11 ／ 8  通常例会  卓話 

／12・13（土・日） 地区大会 

    ／22 通常例会  卓話 

 

 

 

中村隆雄幹事 



～4 ヶ月ほど前に小池さんから

卓話をしてほしいという連絡を

いただき、私に務まるのかと思

いましたが、知り合いを広め卓

話を通じて奉仕ができればとの

思いでお引き受けしました。私

は便利屋ですので普段は荷物を

運んだりすることが多く、人の前で話をする機会がありま

せん。初心者ですがどうぞよろしくお願い致します。本日

は「未来を見据えて」というテーマで過去を振り返りなが

ら、今後未来がどうなっていくのか、ロータリアンとして

何をすべきなのかといったお話をさせていただきます。 

 私は向島工業高校を卒業して墨田区にあるバキューム 

モールド工業という会社へ入りました。従業員は 200 名ほ 

ど、お弁当のトレーやカップラーメンのカップの金型を作 

             る会社で旋盤等の機材を使

って仕事をしていました。

会社は順調でしたが、同じ

機械さえあればどこの国で

も同じものが作れる、そん

な時代へ急速に進んでいく

のではないか、と先行きに 

不安を感じ 13 年前に退職して便利屋を立ち上げました。 

普段は引越やエアコンの取り外し、不用品の回収等をやっ 

ていますが、他にも多種多様なニーズに対応しています。 

例えばサンタになってプレゼントを届けたり、衣装作りの 

注文なども受けたことがあります。そして 3 年前に遺品整 

理専門店を立ち上げました。 

 ここでタイムスリップをして過去にどんなことがあっ 

たのか見ていきたいと思います。64 年前、高速道路がな 

い時代に手塚治虫さんは漫画の中で高速道路を描いてい 

ます。セブンイレブンが出来たばかりの頃、朝の 7 時や夜 

の 11 時に誰が買いに行くのかと思いましたが、今は 24 時 

間 365 日、お盆も正月もなく営業するお店が多くなりまし 

た。企業が作ることによって人間の生活リズムが変わって 

きたのです。そして蛇口をひねればいくらでも出てくる水 

が今では 2860 億円の市場になり、生活のリズムと共に人 

間の価値観も変わる時代になっています。車も自動運転の 

時代になればタクシーや運転代行も必要ではなくなり、ハ 

イブリッドカーになれば車のエンジンがいじれるという 

だけでは整備士として認められなくなる時代がやってき 

ます。しかし高度成長期から 50 年が経過し、その頃に建 

てた橋やトンネルは劣化が始まっているため建て替えや 

補修工事が増えて必要とされる業種も出てきます。我々が 

事業をやっていく中においては、「何年先を見据えるのか」 

ということが非常に大切になってくると思います。 

 それでは未来を見てみましょう。2 年後の平均寿命は 81 

歳、花粉症のワクチンもできると言われています。3年後、 

自衛隊が宇宙防衛隊を作り 5 年後には人工知能が東大入 

試を突破する時代。16 年後はロボットの知能が人間を上 

回るようになり、19 年後には人工心肺が出来て人間の体 

が機械で動く時代、そして 32 年後は地球上から石油がな 

くなってしまうという状況になります。人間は石油がなく 

なる時が来ることはわかっていても何も手を打たず、あれ

だけ騒がれた原子力に手を染めています。その原子力はコ

ンピュータが管理するようになり、人間は有力でありなが

ら人間が作り出したコンピュータ社会の中では無力にな

る、このような時代が来るのはもう目の前です。29 年後

には人間が作っていたコンピューをコンピュータが作る

時代になり、34 年後は中国が世界経済を牽引するように

なります。ではロータリアンは今から何をすれば良いので

しょう。ロータリーでも高齢化が進みますので今から対策

を講じなければなりません。ロータリーは世界の架け橋に

なっていただきたいという思いを抱きながら学友を育て

ていますが、ロータリーから出た学友が国と国の架け橋に

なって問題解決に当たる、そんな時代を今から作っていか

なければならないと感じています。 

■スマイル報告        山﨑晶弘社会奉仕委員長 

・地区大会、よろしくご協力を。      吉田豊治様 

・本日はお世話になります。久し振りにメーキャップさせ 

 ていただきます。長澤さん、頑張ってください。 

中村直弘様 

・本日は貴重なお時間の中、私の卓話を聞いていただきあ  

りがとうございました。私のロータリー人生の貴重な 1 

ページになりました。          長澤幸義様 

・初めての中クラブです。本日はよろしくお願い申し上げ 

 ます。                 加藤修子様 

・お客様、ようこそいらっしゃいました。吉田 PG、加藤 

 幹事、長澤様、中村様、交換留学生の皆さん、本日も明 

 るく楽しい例会にしましょう。      佐々岡 修 

・足元の悪い中、お客様ようこそ。本日の例会、楽しくそ

してよろしくお願いします。        中村隆雄 

・お客様、ようこそお越しくださいました。卓話、勉強さ

せていただきます。            浅田修司 

・長澤様、ようこそ！卓話よろしくお願い致します。  小池和義 

高橋 護、仲 文成、山川純也、山下良雄、山﨑晶弘 

小計 13,000 円 

■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 9 名  3 名 80％ 

 

第 5 回理事会の協議・承認・報告事項 

・11 月・12 月・1 月の例会予定伝達 

・地区大会 12 日 会長・幹事出席 

      13 日 全会員（越谷コミュニティセンターpm12：00） 

・クリスマス家族例会（山川純也親睦委員長から報告） 

12／18（日）pm3：00～6：00 ランボル 

各種ゲームを検討中（プレゼント交換品 2 点以上持参） 

・文教大学留学生の例会参加者確認 

 10／30 国際食文化交流会の件で文教大学との打合せ

を行い、アトラクション等の依頼をした。 

・地区役員として坪井明会員を推薦した。 

・地区補助金を使った事業について 

 近々に協議のうえミラクルへ贈呈する。 

・クラブホームページへ活動内容を掲載する件について 

 ホームページを更新し活動状況を発信していく。 


