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■ 本日は皆様の貴重なお時間を頂き、
ありがとうございました。…長澤幸義 様（越谷南ＲＣ）

ニコニコ報告

■ 越谷南ＲＣ長澤さんの応援に来ました。皆様よろしくお願いします。…齊藤英二 様（越谷南ＲＣ）
■ 越谷南ＲＣには昨年９月に本日卓話者の長澤様より紹介で入会いたしました。本日初めてのＭＣです。大宮シティＲＣの皆様とお会い
できた事に感謝いたします。…小池夏代（越谷南ＲＣ）
■ 今週は久々の大雪となりました。足元の悪い中、
ケガなどしないように注意しましょう。本日は長澤様、卓話ありがとうございます。
越谷南ＲＣからメイキャップの皆様、本日は楽しんでいただきたいと思います。…蓮見
■ 地区管理運営部門、長澤幸義委員、卓話宜しくお願い致します。
そして越谷南ＲＣから荒井会長エレクト、齊藤会員、小池会員ようこそ!!
未来を見据えて、雪にも負けずにガンバリたいものです。 …川田
■ 長澤様、先日はありがとうございました。本日もよろしくお願いいたします。
お客様いらっしゃいませ。…戸辺一郎
■ お客様ようこそ！！長澤様、卓話ありがとうございました。…井上
■ 長澤さん、先週に続いてありがとうございます。本日の卓話、楽しみにして参りました。
そして同行頂いた荒井会長エレクト、齊藤様、
小池様、
お越し頂きありがとうございました。本日の一首です。初雪で 都会の人は 大あわて 慣れない雪かき 腰痛やのう」…下
■ ２週に渡っての例会、
ありがとうございます。本日の卓話、楽しみにしております。…藤田
■ 長澤様、卓話ありがとうございます。
お客様ようこそ。…日向
■ お客様いらっしゃいませ。卓話ありがとうございます。…岡村
■ 長澤様、本日は宜しくお願いします。
お客様ようこそ。…佐々木
■ 長澤様、卓話ありがとうございます。…石田、恵川、山嵜
■ 大雪のあとの底冷えのする夜例会です。帰り道にケガしないようにして下さい。長澤地区管理運営委員ようこそいらっしゃいませ。…生貝
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会長挨拶及び報告

こんばんは、本日は先日
の大雪の影響で大変寒
く、足元の悪い中お集ま
りいただきましてありが
とうございます。暦の上
でも 1 月 20 日が大寒と
いうことで一年の中でも
最も寒い時期に久しぶり
の大雪となりました。皆さんの会社の業務に
支障はなかったでしょうか？私の医療の方で
はインフルエンザが流行していますが、今日
は雪の影響で転倒などの外傷が非常に多く
なっています。皆さんはケガをしないように
十分な注意を払っていただきたいと思います。

さて 本日は卓話の講師でお見えになった越谷
南ＲＣ長澤 幸義様ようこそ。先週すでにメイ
キャップで来ていただきましたが、本日は「未
来を見据えて」という題での卓話、大変楽し
みにしております。また越谷南ＲＣから荒井
信宏会長エレクト、増強委員の斉藤 英二会員、
出席委員の小池 夏代会員、ようこそおいで下
さいました。本日の例会を楽しんでいっても
らいたいと思います。
そして松谷会員の知人である小池 智司様、
ようこそ。例会の雰囲気を感じていただきた
いと思います。
よろしくお願い致します。

■ 長澤様、
お客様、寒い中お越し頂きありがとうございます。…名取
■ お客様ようこそ！雪かきで腰が痛いです。…田上
■ 長澤様、
よろしくお願い致します。大雪で仕事のスケジュールめちゃくちゃ、加えて３日間雪かきで体もボロボロです。…鳴海
■ 雪、大変でしたね。雪かきで身体が痛い人、けっこういるのでは…。私もです。…吉田耕之
■ 今回の雪はびっくりでした。昨日は朝から４時間かけて雪かきをし、汗ダク、ヘトヘトになりました。…山岸
■ 老人ホームの駐車場の雪かきをして喜ばれました。…堀江
■ 雪かきで筋肉痛です。…周東
■ 雪はしばらく消えそうにありませんね。過去に２回見事に転んでしまったことがあるので、細心の注意を払って歩いています。皆さんも
気をつけて下さい。…岡本
■ 月曜日の雪にはおどろきました。…松谷
■ 堀江さん、入会おめでとうございます。
ご活躍を期待しています。長澤さん、卓話有難うございました。…沖田
■ 卓話ありがとうございます。
お客様いらっしゃいませ。２月３日より韓国より３名訪日します。皆様のご協力をお願い致します。…小島
■ 来週ミャンマーへ国際奉仕で行きますが、
トゥトゥさんや米山学友の協力で素晴らしい活動が出来そうです。
ロータリーの拡がりを実感
します。…伊藤
■ 北沢北天の映画「漫画誕生」にエキストラとして出ています。
チラシを置かせて頂きますのでよろしくお願い致します。…清水清津里
津里
■ 昨日は海上自衛隊下総航空基地を視察しました。規律がきびしく感心しました。…橋本
■ お客様ようこそ！…髙澤剛、齋藤徹
■ 皆様、今年もよろしくお願い致します。…冨田
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会員数：75
出席者数：37
出席免除者数：5
出席率：52.86％
前々回修正出席率：74.29％
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照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を
深めるか
4. みんなのために
なるかどうか

５０,０００
５０
,０００円

第 974 回例会
1 月 31 日（水）
19：00 点鐘 清水園
地区職業奉仕委員会
谷垣委員卓話

イアン H.S. ライズリー
ＲＩ会長

大貫 等
第 2770 地区
ガバナー

ロータリー：
変化をもたらす

新たな行動
新たな感動

大宮シティ
ロータリー
クラブ
事務局

さいたま市大宮区東町 2-276 小島屋ビル２Ｆ
TEL 048-658-4880 FAX 048-658-4875

●第 20 代会⻑
蓮見 直彦
●副会⻑
吉田 耕之
戸辺 一郎

●幹 事
川田 祐弘
●例会撮影・編集
公共イメージ委員会

事務局開局◎火・木（10 時～ 16 時）水（14 時～ 18 時）
例会日◎毎週水曜日 19 時～ 20 時 例会会場◎ラフォーレ清水園（さいたま市大宮区東町 2-204）
e-mail ／ info_ocr＠clock.ocn.ne.jp
ＨＰ/http://ｗｗｗ.omiya-city-rotary.com/

本日のお客様ごあいさつ
荒井 信宏 会⻑エレクト
（越⾕南RC）
こんばんは。本⽇はありがとうござい
ます。私は⼤宮シティ RC には縁があ
ると思っており参加させていただきま
した。私が 4 年程前に幹事をしていた
時のガバナーが濱野パストガバナーで
した。私どものクラブは⾮常に宴会が
好きでいろいろな⽅にお声をかける中で濱野パストガバナー
には何度も参加していただきました。ありがたく、私も何度
もお酒を飲みました。それととても嬉しかったのはすぐに名
前を憶えていただいたことが忘れられません。幹事の年に地
区に出て職業奉仕委員をやりましたが、その時の部⾨委員⻑
が伊藤パスト会⻑、そんな縁があったので今⽇伺いました。
それで 20 周年ということでおめでとうございます。今⽇は
⼤宮シティロータリークラブのいいところをたくさん吸収し
て、この例会を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願
い致します。
その他のお客様
・齊藤 英二 様、小池 夏代 様（越谷南ＲＣ）
・小池 智司 様（ご見学者）

委員会報告
■⼩島インターアクト委員⻑

■名取⻘少年奉仕委員⻑
2/4 ⽇曜⽇、蓮沼⼩学校の体育館でかるた⼤会があります。9 時
からで閉会は 14 時か 15 時ということです。開会式は会⻑、古
川会員、沖⽥会員が出席していただけるのですが、閉会の時は会
⻑が他のところへ⾏ってしまうので 2 名しかいません。トロ
フィーを 30 個⼦供たちに渡さなければいけませんのでお⼿伝い
願えばと思います。

■髙澤剛会員

ゴルフ部会

「未来を見据えて」 というテーマでお話させて
いただきます。
それでは皆さん、 １０年後に今ある仕事が半
分無くなるということを聞いたことがありますか？
これは無くなる訳ではなく違う形に変わるという
ことで、 今は様々な技術が取り入れられてい
る、 それを紹介します。 まず一つ目、 VR。
あたかもその場にいるような錯覚をします。 用
意して来ましたので皆さんに回します。 上を向
いたり下を向いたりしますと、 どんどん動きま
すので見てみてください。
簡単に自己紹介をします。 私は向島工業高
校を出ましてバキュームオート工業という金型
屋に勤めました。 入った当時はバブルの時代
でお給料もいっぱいもらって景気が良かったの
ですが、 何かそんな会社に私は不安を感じる
ようになりました。 簡単にいろいろ同じ製品を
作れる、 こんな機械を使っていました。 当時
はワープロをやっていた時代ですがインター
ネットが出来るようになり、 そうするとわれわれ
日本人が作った技術が次の日には中国、 韓
国に行きます。 景気がよかったので日本の技
術がどんどん海外へ出て行ってしまっていた、
そんなことに私は不安を感じてしまい、 今後ど
んな時代が来るのかと思い、 その金型屋を辞
めて２００３年に便利屋さんを始めました。 不用
品の処分、 水のトラブル、 引っ越し、 ちょっ
と変わったものだと犬の散歩、 雪かき、 これ
は大変で夜の１０時に終わって次の日朝の５時
からやっていました。 変わったものはこんな依
頼もあります。 ２００５年 「デート相手をして欲
しい」、 どういうことかと言いますと、 女の人か
ら電話がかかってきて 「私の彼氏になって欲し
い」 ダブルデートに行こうとしたのだけど３日前
に彼と別れてしまった、 でも友達に別れたと言
いづらい、 だから彼氏役になってくれということ
でした。 ２００７年、 夫婦げんか、 これはある
女性の方から電話が来まして 「私の旦那役に
なってください」 と。 こっちの夫婦とこっちの夫
婦で不倫をしていたらしいんですね。 それが

幹事報告

2/3 より韓国のインターアクトの⽣徒が 3 名参ります。テーブ
ルに 3 ⽇〜 8 ⽇のスケジュールを置いてありますのでご参加で
きるイベントがありましたらご出席をお願い致します。また、本
⽇例会終了後家庭集会を予定しておりますのでよろしくお願い致
します。

本日の例会主題／外部卓話「 未来を見据えて」⻑澤 幸義委員 地区 RLI 運営委員会（越⾕南ＲＣ）

１．クラブから
① ミヤンマーへ教育支援
②
③
④

3/11 に第 3 回蓮⾒杯を⽇光カントリークラブで予定しておりま
すのでご参加をお待ちしております

■佐々⽊親睦活動委員⻑
本⽇例会終了後に新年会にて⼊会されました堀江会員の歓迎会を
開催致します。場所はりくぜんです。よろしくお願い致します。

■恵川２０周年実⾏委員⻑

4/21 の創⽴ 20 周年記念の前に第 3 グループ、第 4 グループの
各クラブにキャラバンに⾏きたいと思いまして予定を⽴てまし
た。なかなか例会訪問の機会がありませんので⼊会間もない⽅な
ど是⾮お願い致します。

1 ⽉
ロータリーレート
１ドル＝114 円

旦那さんの方にバレて、 うちだけ不仲になる
のはおかしいと、 あんたも旦那を呼んで来なさ
い、 と。 その方は自分の旦那様を呼ぶわけ
にいかずに便利屋の私が夫の代わりをして、
大変申し訳ございません、 私の管理不足でご
ざいます。 と深々と頭を下げて土下座までしま
した。 ２０１６年、 相撲相手になって欲しい。
おもしろそうだなとすぐに飛びつき、 行ったら
ふんどしを渡されて、そして 「はっけよいのこっ
た」 と。 最初は普通にとっていたのですが、
だんだん様子が変わって来まして 「これはヤ
バいぞ、 ホモだろう」 と依頼終了でした。 そ
の後どんどん依頼が増えてきて、 将棋の相手
を 1 時間したもの、 サンタさんになって子供た
ちにプレゼントを渡す、 渡すというよりは子供
たちに夢を持たす、 そういうお仕事でした。
１０年前に高齢化社会、 単身世帯、 女性の
社会進出が起きていくと未来を予測した中で、
１０年経ってこの後どんな時代が来るのかと考
えると、 孤独死、 どんどん増えています。 そ
んな時代が来るのではないかと思って２０１３年
に遺品整理の専門店を始めました。 仕事の話
ばかりしていると思っている方もいると思います
が安心してください。 売り上げの 10％、 全て
スマイルに入れております。 僕なりの職業奉
仕だと思っていますのでよろしくお願いします。
実際にこれからどんな未来が起きていくのかを
考える時、 過去にはどんなことが起きていたの
かを振り返ります。 手塚治虫先生の鉄腕アト
ム、 これは 64 年前に橋を立てて高速道路を
その間に通す、 そんなのあり得ないだろうと
思っていたのですが、 実際はもう当たり前に
なっていますね。 また銀河鉄道 999、 鉄郎は
弁当を食べているけどメーテルはカプセルしか
食べていない。 今やどうです？高校生、 サプ
リメントばかり食べていますよね。 昔描いてい
たことが実際に起こってしまう、 人間は考えた
ことが必ず実現すると思っています。 また人類
は企業によって歴史を塗りかえられることがあり
ます。 セブンイレブンが出来た時に 「朝７時

日程：2 月１日（木）〜４日（日）

なんて誰も買わないよ」 「夜１１時なんて犬しか
歩いてないよ」 という時代でしたよね。 しかし
セブンイレブンが出来たら自分たちの体内タイ
ムが７時から１１時になり、 今や２４時間、 ３６５
日、 企業によって体内タイムが変えられてし
まったんですね。 また、ミネラルウォーター、「ひ
ねれば水は出るのに買う奴なんていない。」 と
思いませんでした？しかし今やミネラルウォー
ターは２８６５億円の需要なんですね。 企業に
よって自分たちのリズムが変えられてしまう…
ちょっと角度を変えてみましょう。 企業によって
人が必要なくなることがあります。 タクシーの
運転代行は自動運転に。 そして郵便局、 配
達の人が必要なくなってきます。 ドローンで配
達になりますね。 家には太陽光発電がついて
いるかもしれませんが、 そのうち天井にドロー
ン置き見たいなのが出来て、 ピザでも郵便で
も配達する、 そんな時代が来るかと思います。
これは何でしょう？ドローンタクシーです。 ド
ローンが２人乗りになって人を運べる時代が来
るんですね。 これはドバイの方ではもう実用化
されています。人もいらない、交通渋滞もない、
これは日本にもそのうち来ます。 世界の常識
になっていくわけですね。 また時代によって必
要とされる業者があります。 ２０２０年まで国立
競技場とか高速道路とか建築ラッシュです。
どんどん伸びて来るでしょう。 高度成長期に出
来たトンネルや橋はもう劣化しています。 なの
で伸びると思います。 すごいと思っているのは
塗装するだけでコンクリートが固くなることで
す。 既存のコンクリートで塗装すると今１００年
もつといわれています。 きっとその会社は未来
を見据えた中でその商品開発をしていったと
思います。 また、IOT技術を知っていますか？
IOT 技術というのはモノのインターネット化で
す。 また衣食住の中で、 お金があっても満足
出来ないのが食です。 糖尿病、 痛風、 肥満
で食べられない。 それを VR を使うとこんな感
じです。 これは今後の介護の形になると思い
ます。 今の技術はマグネシウムにちょっと電気
を流すと塩気を感じる、 本当に塩分がゼロで

④

詳細報告は、青少年奉仕委員会より

田部井功お別れの会 2 月 10 日（土）式典 13：30 〜 15：00
場所：さいたまスーパーアリーナ 詳細はお別れの会委員長：男澤会員

創立２０周年式典 PR キャラバン隊「日程」＊メークアップツアー
大 宮 RC
2/14（水）点鐘 12：30 パレスホテル大宮
大宮南 RC
2/13（火）点鐘 12：30 大宮サンパレス
大宮中央 RC 2/6（火）点鐘 18：30 大宮サンパレス
さいたま欅 RC
2/13（火）点鐘 19：00 ラフレさいたま
さいたま大空 RC 2/17（土）点鐘 19：00 大宮中央公民館
大宮西 RC
2/26 日（月）点鐘 12：30 パレスホテル大宮
大宮北 RC
2/27（火）点鐘 12：30 武蔵野銀行宮原支店３F
大宮東 RC
2/14（水）点鐘 12：30 武蔵野銀行東大宮支店２F
岩槻東 RC
2/6（火）点鐘 12：30 さいたま市民会館岩槻
大宮北東 RC 2/27（火）点鐘 12：30 県南卸売協同組合会館３F
詳細報告は、出席委員会より

皆さん、 経営者として３年先を見据えています
か？現在しか見てない、 そういう方はいません
か？２年後には労働条件で〇〇ハラスメントで
訴えるのは当り前になります。
１５年後、 病気になったら治療を受ける医療か
ら病気に侵されたところを交換する時代が来ま
す。２０年後は完全埋め込み型人工心肺、ター
ミネーターが出てきます。 マイナンバーも体に
埋め込められます。 そして３３年後、 石油が
地球上からなくなります。 ３５年後、 GDP が中
国が一番になる、 ３９年後、 ６５歳以上の人口
が現在の 3 倍になる。 ロータリーも高齢化と言
われています。
未来を見据えてというテーマでお話させていた
だきましたが、 私たちロータリアンは何をしな
ければならないか、 人間の考えることは必ず
実現してしまう、 そんなことを思いながら生活
していきましょう。

2018-19 年度地区役員委嘱書

⽇向会員・名取会員・恵川会員・吉⽥耕之会員
⼭岸会員・橋本会員・( ⾕垣会員 )

小松シテイロータリークラブ「創立 20 周年式典・祝賀会」
日時：3 月 24 日（土）受付開始 16：30 式典 17：00 祝賀会 18：00
場所：サンルートホテル小松 登録料：1 人 10,000 円

詳細報告は、国際奉仕委員会より

見沼かるた事業協賛 2 月 4 日（日）開会 9：00 場所：蓮沼小学校

も満足を感じる、 VR の技術はこのような形に
どんどん広がっていくということです。

⑤

創立 20 周年記念式典 日時：４月 21 日（土）開会 17：00 清水園

２．地区から ＊申込は全て「大宮シティＲＣ事務局」又は「幹事」まで
① 韓国訪日団ホームステイ 日程：2 月 3 日より 8 日まで
②

第３グループインターシティミーティング（IM）
日時：2 月 22 日（木） 場所：ホテルブリランテ武蔵野 開場 15：40 開会 16：00
第１部「講演会」16：00 〜 17：30 講師：松波健四郎先生「スポーツによる地域再生」
第２部「合同新年会」18：00 〜 20：00 アトラクション：歌手「Sinon」さん

＊例会扱い！！（2 月 21 日（水）の例会は IM に振替の為、休会です）
③

ロータリー国際大会 トロント（カナダ、オンタリオ州）ガバナーナイト
日時：2018 年 6 月 23 日（土）夜（現地）＊登録料 1 人 15,000 円 申込締切 1 月 31 日
場所：Sheraton Centre Toronto Hotel add.123Queen Street West Toronto Ontario Canada
世界大会本体への申込：3 月 31 日まで ＄420 ＊以降、料金上がります
＊不明点がございましたら、幹事 川⽥まで、ご連絡頂けると幸いです。

