
1 / 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱      （奉仕の理想） 

 

 

四つのテスト唱和        木下純一 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 木下純一会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話  宮城 仁会員 
委員会報告 

特別委員会 山口光男委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

クラブ活性化委員会 小畑正勝委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1102回例会 2015年 5月 20日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

先週は、創立記念例会と

して、津田初代会長に当

時の事を、お話して頂きま

した。23 年前、私は、JC

（青年会議所）に所属して

いました。青年会議所のバ

ッジは、国連のマークを使用しています。ロータリ

ーのバッジは、着用している際は、ある事を意味

していまして、「1.あなたは、私を信用していただ

いて結構です。私は信用に値する者です。2.私

の用意は出来ています。何時でも、あなたのため

に奉仕出来ます。3.私は受ける以上のものを、あ

なたに与えます。私は人のために奉仕します」に

なります。 

 では、23年前の日本の出来事、1992年（平成 4

年）はどんな年だったかと言いますと、日本人宇

宙飛行士・毛利衛さんが宇宙へ出発・バルセロナ

五輪で 14 歳の岩崎恭子さんが金メダル獲得・長

崎県でハウステンポス開業・歌手の尾崎豊さんが

死去・高校野球で松井秀喜さんが 5 打席連続敬

遠・東海道新幹線で「のぞみ」運転開始・山形新

幹線「つばさ」開業・国家公務員週休 2 日制スタ

ート・公立学校で第 2土曜日を休日とする学校週

5 日制スタート。時事流行語としては「どたキャン」

「ほめ殺し」「カード破産」「もつ鍋」「コケちゃいま

した」「今まで生きてきた中で一番幸せです」。ヒッ

ト曲は米米クラブの「君がいるだけで」・浜田省吾

「悲しみは雪のよう」・サザンオールスターズ「涙の

キッス」・槇原敬之「もう恋なんてしない」。 

1993 年（平成 5 年）4 月は「納菜の儀」皇太子

浩宮様と雅子様が婚約・5月には、日本で初めて

のプロサッカーリーグ「Ｊリーグ」が開幕しました。

当クラブは、J リーグと共に歩んで来ています。き

みまろ風に「あれから、23 年、昔飛んでいたゴル

フボールが、今は、200ヤード」。 

 

 

 

幹事報告            小林 玲子 幹事 

① 5月 17日（日）ロータリ

ー・リーダーシップ研

究会（RLI） パート 3開

催  受付 9:00  開会

9:30～17:30）埼玉会

館 7階 7B 

3名出席しました。（井上、柿沼、寺西） 

② 5月 19日（火）商工会青年部 第 4回チャリ

ティーゴルフ大会 おおむらさきゴルフ俱楽

部 8 名参加しました。（大澤会長、小林幹事、

津田、小畑、加藤、松本、柿沼、寺西） 

③ 6月 12日（金）パスト会長会 和風レストラン

とき 18:30～ 

卓話              宮城 仁 会員 

津田ガバナー誕生秘話（2001年～2002年） 

1999 年～2000 年、鴻巣

水曜 RC会長宮城仁の時、

2001年～2002年度ガバナ

ー輩出を第 7 グループより

選出する様当時のガバナ

ー事務所から依頼があり、

第一候補に上尾 RC 上尾中央病院院長に御指

名がありました。上尾 RC は急ぎ決定したのです

が、院長の体調等の問題で辞退されました。 

そこで第 7 グループで人物、企業の知名度に

於いて鴻巣水曜 RC 津田健三氏以外には無いと

の事ですぐ私達のクラブに連絡がありました。ご

本人には当然田中作次パストガバナーより連絡

があったと思います。津田パストは皆さんの推薦

があれば候補者として了解しますとの事でした。 

さっそくクラブ委員会を開き、ガバナー受入と

役員の選出へと話は進みました。しかしながら役

員は総勢 15 名位との事、当クラブでは 5 名の役

員は決定するも残りの方々が決まらず会議は紛

糾、私としては「すべては会員の意見を尊重しま

す」と申し上げた以上今更受け入れも出来ず、恥

を忍んで津田パスト会長に「役員がどうしても決ま
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らず受入が出来ません」と伝えました。津田パスト

曰く、「クラブ全体で御無理の場合は仕様がない

ですね」と了解して下さいました。 

しかし、せっかくの良い話を破断にするのはも

ったいない、何とか話合いをして成立するようにと

田中作次パストガバナーがわざわざ当クラブに来

場されました。皆さんにも意見を申し述べ、急ぎ

決定するようにとのこと、私は会長として再度全体

会を開き討論するも「やはり役員は出来ない。嫌

ではないがそれだけの力量と経験がない」とのこ

と。またしても私は困ってしまいました。会員の意

見を伝えるのが私の役目、しかしこの場合津田パ

ストの気持ちを十分に分かっていながらもクラブ

の意見をまとめるか、苦渋の決断でしたが私はク

ラブ内が揉める事を恐れた為、クラブの意見を取

り入れました。 

津田パスト会長をお寿司屋さんにお呼びし、あ

りのままをお伝えました。津田パスト曰く「会長、

何かの方法が絶対にある、時間もある、再度考え

て下さい」落胆した津田パスト会長の顔を見るの

がとても辛く、未だに覚えております。 

それから 3～4 日考えた末、役員は第７グルー

プ全体で責任を持ち、各クラブに於いて2名の役

員選出ではどうかとの考えに至りました。私は透

かさずクラブの全員にその案を伝えると「会長、そ

れでOK！その線で行こう」とクラブ全員大喜びで、

津田パストにもお伝えすると「その案は良い！透

かさず第７グループ全体で討議してくれ」との事。 

そして各クラブに出向き説明すると「それで良

し」との返事を頂きました。長期に渡りガバナー輩

出に手間取り大変申し訳なく思いつつ、このよう

な結論に至った事は大いに勉強になりました。何

事も諦めず頑張れば必ず道は開けるものだと実

感した次第です。そして我クラブよりガバナー輩

出バンザイでした。 

さて、ガバナーの幹事は高野会員とほぼ決定

しておりましたので第 7グループに伝えると親クラ

ブやその他のクラブより反対があり、またしても人

選で奮闘しましたが、結果仁見会員に決定し、ク

ラブにも了解を得ました。 

津田パスト会長と仁見会員がアメリカでの 1 ヶ

月研修を終え帰国後の報告会でも一揉めありま

したが何とか治めることが出来、問題が多い割に

はその後すべてうまく行き、苦労した分これで良

かったなと安堵しました。 

私達のクラブはその後、津田パストガバナー輩

出があった御蔭で 2770地区、第 5 グループ、親

クラブからも信頼され今に至っております。 

どうかこれからもクラブの歴史を知って頂き、更

なるクラブの発展を願うものです。 

2012年～2015年 物流の変化とアベノミクス 

1. 2012年安部政権発足  

3本の矢スタート  1.金融 2.雇用 3.賃金 

イ) 1995 年からデフレ、2015 年からインフレ

へ。 

ロ) デフレからインフレに変換するには最低

3～5年の歳月を必要とする。 

ハ) 国民はこのアベノミクス成功の為に時間

を貸して下さい。 

2.  

  イ）円は 79円→120円  41円安 34％安 

  ロ）輸出→34％○＋ 輸入→34％○－ 比較論 

  ハ）2012年度より輸入品は少しずつ値上げへ 

  ニ）2014年度より消費税 3％up 

  ホ）国民の給料等は据置となる。すなわち、デ

フレからインフレターゲットにするには消

費マインド(景気)をどうしても落とさざるを

得ない。 

    国民消費者は2012年度より入る率より出る

率が高くなった。その結果、消費者は

すべての買物に合理性を取り入れ良い

品をどこよりも安く買うには 2012～2015

年のアベノミクスとは皮肉にも消費マイ

ンドが低くなり景気も悪くなることを承知

でインフレターゲットを実行中。 

    今は耐え凌ぐ時・・・ 

3. この 3年間の物流販売の変化 

イ）モール型スーパー（イオン、イトーヨーカ

堂、ユニー）   

電器メーカー扱い大型店（ヤマダ電機、ケ
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ーズデンキ、コジマ）結果的に大きいが為

にロス率が高く商品も高く。 

  ロ）商品の見極め、質、単価、メーカー品、消

費者合理化買物。 

ハ）メーカー品ならば店はどこでも理解するネ

ット販売品への受入れへ。 

  ニ）三大巨頭モール、三大巨頭電器モールの

売上。激変ヤマダ電機に於いては本年度

赤字決算。 

  ホ）この 3年間にメーカー品を扱う巨大販売会

社が根こそぎインターネット販売に市場を

奪われる。 

4. ネット販売 

イ）2013年度 電子商取引 国内市場 11兆

円 

ロ）2015年度  〃 予測   〃   50兆円 

ハ）2020年度  〃  〃   〃  100兆円 

ニ）ネット会社、アマゾン、ヤフー、楽天、ドッ

トコム 

ホ）ネット取引会社大手、ヤマト運輸、三井不

動産、大和ハウス、 

グローバルロジステック、プロパーデイズ

ヘ）2016 年圏央道インターチェンジ周辺

約 204万平方 km 

ますますインターネットバンキングによる取

引は拡大し、人口減等これからの日本経

済に大きな影響を及ぼす。 

ト）本年 3月決算の大手 1617社は経常利益

9.1％、中小企業でも 5％以上良い企業は

自動車、電器、金融、精密機器。 

チ）今年 4 月から大企業ベースアップ 7500

円、中小企業（従業員 300人以 上）5000円

と企業内賃金に変化が出てまいりました。こ

の夏のボーナス等の配分でさらに日本の景

気は上昇すると思われます。長かったアベノ

ミクスもいよいよ本格的にインフレターゲット

に突入すると思います。今年の暮れは GDP

比 2.5％以上の景気浮上と消費の拡大が見

込まれます。大企業から中小企業へと流れ

は変わりやがて日本の経済は上昇をたどると

思います。 

2015年 末 株式相場 23000～25000円 

 円相場  121→130 へ変化とみる。原油 1 バ

ーレル 55㌦→85～90㌦へ変化とみる 

5. 今後の商店街の行方 

イ）物流で一番大きな影響を受けるのは町

の商店である。 

ロ）30 万人～50 万人の全国の商店街の中

で衰退する商店街の一部 

（例：1丁目～3丁目）の再開発（イオン、ヨ

ーカ堂、ユニー）地権者全員と土地利用

で提携し、その上にビルを建て経営する。

まさに新しい間隔で計画されます。ビル

の中にはスーパー、マンション、老人ホー

ム、保育園、市役所の一部等が入居し、

全体のバランスの基にスタートする。 

21世紀形のビジネス・・・ 

委員会報告 

鴻巣ふれあいウォーキング特別委員会 

山口光男 総務委員長 

 第 22回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング大会参加者につ

いて、実質申込者 1319名、

当日のウォーカー1266 名、

スタッフを含め 1524 名の参

加になりました。昨年は

1712 名でした。今年の AB コースは、昨年より多

く参加しました。しかし C コースが約 200 名ほど

減少になりました。今後はCMをしっかりやってい

きたいと考えています。 
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社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

 クリーン鴻巣「ロータリーの

杜」除草作業について、5月

31日（日）午前９時～11時、

上谷運動公園にて「ロータリ

ーの杜」除草作業が実施さ

れます。会員の皆さまのご

協力宜しくお願い致します。 

クラブ活性化委員会      小畑正勝 委員長 

奄美ロ－タリ－クラブを訪問して  

昨年に続き 5 月 5 日～７

日奄美大島 2泊 3日の旅、

会員 8 名で羽田空港から奄

美直行便で訪問しました。レ

ンタ－カ－を借り自然豊か

な島内観光へ向かい南国

感を皆で満喫しました。夕食のあと井上先生の手

配で、奄美 RC と奄美中央 RCの会員さんと夜遅

くまで交流をさせていただきました。翌 6 日は念

願かない天気良くゴルフを楽しみ、夕刻よりは奄

美 RCの会員喜入ガバナ－補佐エレクト始め、会

長・幹事さん多くの会員さんが参加して自己紹介

を交えた懇親会がはじまり、美味しい島料理の店

で楽しい交流を致しました。 

最終７日は、宿泊したホテルに例会場があり運

よく全員でメ－キャップ出席です。奄美 RC は創

立 54 年の歴史をもち会員数 57 名で格式ある例

会をされておりました。今後友好クラブ・又は姉妹

クラブに発展する事になれば、鴻巣水曜RCへ南

国のすばらしい文化を吹き込んでくれるとあらた

めて感じました。旅ではみなさんになにかとお世

話に成り、ありがとうございました。 

出席報告           松本安永 委員長 

 

スマイル報告        井上 脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 644,976 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 664,976 円  

編集後記 

 大相撲 5 月場所優勝「照ノ富士」、間垣部屋か

ら伊勢ケ濱部屋へ移って稽古環境の変化から強

くなったそうです。日馬富士、安美錦などの強い

力士との稽古から大関へ昇進。環境は人を変え

る。                        （ＳＩ） 

 本日 修正 

 5月 20日 5月 13日 4月 25日 

 1102回 1101回 1100回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 34 34 34 

出 席 数 20 23  

欠 席 数 14 11  

例会出席率 58.82% 67.65% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3 4  

合計出席数 23 27  

出 席 率 67.65% 79.41% 100% 

個人スマイル 

宮城 仁会員…卓話、ありがとうございました。 

木下純一会員…宮城さんよろしくお願いします。 

山口光男会員…埼玉土地家屋調査会の総会において副

会長選挙で副会長に当選しました。今年度の目標だ

った一つ達成できました。 

スマイル 1  宮城会員、卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・間室照雄会員・松本

安永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二三夫会

員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・寺西

修身会員・成田志津子会員・細野潤一会員 
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ふるさとの杜 

 

ジューンベリーの実 

Ｎｏ.18 田邊健治会員 

 

 

 

 

 

 

第 22回ふれあい鴻巣ウォーキング反省会 

平成 27年 5月 26日（火）PM6：30～ 

和風レストランとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  寺西修身 

委 員  石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖  

山口光男 

5月 27日 

（水） 

第 1103回移動例会 

新会員の集い 

6月 3日

（水） 

第 1104回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

6月 10日

（水） 

第 1105回通常例会 

クラブ総会 クラブ協議会 

6月 17日

（水） 

第 1106回通常例会 

クラブ協議会 

6月 24日

（水） 

第 1107回移動例会 

最終例会 


