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第1362回例会平成28年3月1日(火)発行(No･22号)

′一一　　第1363回

2016年3月1日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢フィリピン国際奉仕プロジェクト

検証ツアーの報告｣

参加者全員
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第1364回

2016年3月8日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢銀行から見たさいたま市の最新の

話題について｣

埼玉りそな銀行浦和中央支店

支店長　田中　洋

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1362回･ 2016年2月23日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー　宮坂秀樹会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

ご挨拶　ロータリーの友地区代表委員

隅内道三様

委員会報告
クラブ広報委員会
大熊勝巳委員長

国際奉仕プロジェクト委員会
柳寿美恵委員長

IM　富樫　孝リーダー

鈴木義男会長ノミ二一

二コニコBOX　クラブ運営管理委員会

富樫　孝委員

出席報告　クラブ運営管理委員会
宇津野芳志男委員

卓話者紹介　クラブ運営管理委員会
金子　努委員長

卓　　話｢石油業界の現状｣
㈱吉田石油店東京支店　阿部英雄様

点　　鐘13:30　町田信行会長



JL主卜象

本日､卓話をお願いしました㈱吉田石油店東京支

店営業部課長阿部英雄様､ ｢石油業界の現状｣よろ

しくお願いします｡ロータリーの友地区代表委員の

隅内様ようこそおいで下さいました｡歓迎致します｡

2月19日から22日まで､フィリピンへ国際奉仕プ

ロジェクト検証に行ってまいりました｡

サンフアンウエストロータリークラブより報告書

をもらってきました｡ 10月より栄養が滞っている子

供達に食事を6ケ月間与えるというプロジェクトです｡

4月には最終報告が届きます｡

2月21日にケアセンターを訪問しまして確認をし

ました｡また､例会にも出席しました｡クラブに感

謝状をいただきました｡サンフアンウエストロータ

リークラブは仲々しっかりとしたクラブです｡

戦時中昭和17年､日本軍が侵攻して米軍が撤退す

るときに､マッカーサーが言った｢アイシヤールリ

ターン｣のの言葉は有名です｡そして､昭和20年､

再び米軍が攻めてきて日本軍は撤退し､多くの人々

が命をおとしました｡検証ツアーではありましたが､

歴史を再認識した旅でもありました｡

3月1日に柳委員長中心に報告があります｡どう

ぞお楽しみに｡

また､ノーザングアムRCのメンバーが来日しており､

明日24日に,東京芝で懇談をしてまいりますことを

報告致します｡

2月12日の金曜日にIMが開催されました｡ご参加

の皆様ありがとうございました｡我がクラブガバナ
ー補佐賞のお米をいただきましたので､皆さんお持

ち帰り下さい｡

Ill:ytへの

プレゼントになろう

□3月のロータリーレートは1ドル-120円です｡

□計報､ 2001-2002年度ガバナー補佐生駒健司様が

2/21ご逝去されました｡ 2/24､ 18:00より通夜式､ 2/25､

12:00より告別式　ご冥福をお祈りします｡

□さいたま中央RC創立50周年記念式典が､ 2/26に開

催されます｡ 2/26日が参加締切です｡ご希望の方は

上野までお願いします｡

□2/18第2グループ第6回会長幹事会が開催されま　(

した｡田中豊ガバナー補佐より､ IMの報告があり､

御礼の言葉をいただきました｡また､ 12月現在の会

員数､米山､財団等の達成率について報告があり､

ほとんどのクラブが目標を達成しておりますが､会

員増強については､未達成のクラブもありますので

残り4ケ月頑張っていただきたいとのことです｡

地区ロータリーの友代表委員　　隅内道三様

㈱吉田石油東京支店営業部課長　阿部英雄様

地区ロータリーの友代表委員

隅内道三様(川口東RC)

ロータリーの友OBの星野様には大変お世話になっ

ております｡ロータリーの友のご愛読をお願い致します｡



タし壬ナ産_

株式会社吉田石油店

東京支店

営業部課長　阿部英雄様

Rotary Be a gift to the wαld
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｢石油業界の現状｣要旨

本日は卓話の機会をいただきましてありがとうご

ざいます｡私は､山形県酒田市生まれ､ 45才になり

ます｡

吉田石油店は四国香川県で創業し､当初は離島に

石油を運ぶ仕事をしていました｡次第にガソリンス

タンドを展開するようになり､現在全国で約60店展

開しております｡

四国香川県が本社で､油槽所､ガス部門､自社ロ
ーリーをもっています｡最近､ソーラーも始めました｡

こちらでは平成25年に美女木に三菱の看板でオープ

ンしました｡

会社は1000億円強の売上げで､中心は軽油です｡

産業用､輸送用です｡社長は4代目になります｡

このところ､原油はかなり安くなっています｡直

近26ドル､今日33ドルで少し上がっています｡

2008年は140ドル､ここ数年は110ドル位で推移

しており､ここにきてかなり下落しています｡

原油相場の指標となっているのがWTI(北海､ドバ

イ､中東)先物市場で価格が決まります｡最近の価格

下落は産油国が増産しているためです｡オイルショ

ック時は産油国が減産したため価格が上がりました｡

現在､石炭やシュールガスが増えたため､意地に

なって減産していません｡オイルショック時に石油

はあと30年で枯渇すると云われましたが､無くなら

ない､在庫が増え価格が下がっています｡

最近の価格下落の原因は､中国の経済状況､アメ

リカのシュールオイル､イランの経済制裁がとれる

ことで､イランの石油が市場に放出されれば油がだ

ぶつきます｡

今日､ 33ドルに上がった原因は､ロシアが原産に

踏み切るのではとの憶測からです｡中国､アメリカ､

イラク､投機マネーが要因になります｡

今期の元売りの決算は赤字になるもようです｡原

油は国のきまりで､ 190日間備蓄しなければなりま

せんので､高い価格の油が溜まっています｡油は国

策です｡

クラブ広報委員会

大熊勝巳委員長

さいたま市の広報誌を配布しました｡さいたま市

自治会活動功労者表彰式(平成27年11月5日浦和コミ

ニュティセンター)で我がクラブの石井会員と富樫会

員が表彰されました｡ご一読下さい｡

国際奉仕プロジェクト委員会

柳寿美恵委員長

2月19日～22日までフィリピン国際奉仕プロジェ

クト検証ツアーに行ってまいりました｡ 3月1日の

例会で報告致します｡

明日24日､ノーザングアムRCとの懇談に6名で東京

芝に行って来ます｡

IM

富樫　孝リーダー

2月12日(金)､第1 ･第2G合同IMが開催され､カ

ラオケ大会､中川会員の｢まつり｣でガバナー補佐賞

をいただきました｡皆様の応援ありがとうございまし

た｡次年度30周年も一致団結して盛り上げましょうo



ロータリーの友地区代表委員隅内道三様　浦和北東

RCの皆様､いつもロータリーの友をご愛読頂き感

謝しております｡本日はどうぞ宜しく!

町田信行会長　皆様こんにちは｡ ㈱吉田石油店阿部

英雄様本日の卓話よろしくお願いします｡ロータ

リーの友地区代表委員隅内道三様ようこそ｡

浅見　定副会長　㈱吉田石油店営業部課長阿部英雄

様本日の卓話よろしくお願いします｡川口東RC隅

内道三様本日は浦和北東にようこそ｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢石油業界の現状｣　㈱

吉田石油店東京支店阿部英雄様よろしくお願い致

します｡昨日､町田会長､山中委員長､柳委員長,

鈴木副幹事､上野幹事の5名は､無事マニラから

戻りました｡ 3/1検証ツアーの報告を致しますので

よろしくお願い致します｡

星野和央会員　先週のバスト会長会､お疲れ様でした｡

激励されて､鈴木次年度会長は威風堂々としてい
て感心いたしました｡でも､しっかり勉強してネ｡

隅内さま､いつもお世話になります｡

大島雅文会員　我家は母系家族､男は私と雄の愛犬
のみ｡バレンタインデー､娘も孫娘も､そして女

房もチョコレートづくし､女のいない世界へ逃げ

たいなあ!!

金子　努会員　黒川温泉と別府温泉に､先週細君と

行ってまいりました｡温泉が似合う年頃になりま

した｡

篠原唯史会員　地区ロータリーの友代表委員隅内道

三様ようこそ｡歓迎申し上げます｡風邪がひどく

長引いております｡バスト会長会も欠席ですみま

せんでした｡

斉藤忠治会員　㈱吉田石油店阿部英雄様本日は浦和

北東クラブにようこそおいで下さいました｡本日

の卓話よろしくお願い致します｡川口東RC隅内様

お久しぶりです｡

固谷昭吾会員　昨日､ 2月22日の埼玉新聞の紙上に

我がクラブの㈱オートレントの上野拓也社長の記
事を拝見し､感心しました｡ひと立ち話で強みは｢生

きた知識｣です｡これからも成長していける意気

込みは大したものだ!!今日の卓話㈱吉田石油店東京

支店の阿部英雄様よろしくお願いします｡

111-肘へのプレゼントになろう

富樫　孝会員　㈱吉田石油店東京支店阿部英雄様､

本日はお忙しい中お越しいただきありがとうござ
います

吉田律子会員　春が来そうで仲々やって来ませんネ｡

でも昨日の雨といい､しっぽりとした柔らかい雨

でホッとしました｡乾燥は厭ですネ｡毎日車を利

用している身としては､ガソリンが安いこの頃ホ

ッとしています｡本日の阿部様のお話､期待して

居ります｡よろしくお願いいたします｡毎日のイ

ヤな報道をテレビで見ていて良いお話しを聞きた
いものです･ ･ ･｡

鈴木義男会員　2/16(火)午後6時より､私の励ます

会を開いていただきありがとうございます｡北斗

会の皆様には色々お言葉をいただきありがとうご

ざいます｡皆様のお言葉が無駄にならぬように頑

張りたいと思います｡宜しくお願いします｡

山中重則会員　フィリピンに行って来ました｡

宮坂秀樹会員　今年のIMはおもしろかった｡

宇津野芳志男会員　御無沙汰しました｡やっと少し

落ちつきました｡

繰越金894,000円　本日44,000円　計938,000円

2月16日北斗会が開催され､

御指導御鞭睦をいただきあり

がとうございました｡皆様よ

ろしくお願い致します｡
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出席報告

大島雅文会員
(2月1日)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-8271111　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

熊野　義治

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳
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