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第1374回

2016年5月24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｢それでこそロータリー｣

卓　話　会員卓話｢食肉の話｣

宇津野芳志男会員

第1375回

2016年6月7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｢日本の会社に就職して｣

2012学年度米山記念奨学生

雀　賢詰様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1373回･2016年5月17日(火)

司会　鈴木寿和会員

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

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

5月の誕生祝い　町田信行会長

委員会報告　クラブ広報委員会

大熊勝巳委員長
次年度関係

清水敏夫次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

宇津野芳志男委員

卓　　話｢サンリオについて｣

会員組織委員会

吉村千秋委員長

点　　鐘13:30　町田信行会長
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昨夜の地震には驚きました｡さいたま市震度4､朝方

も数回揺れましたが､幸いなことに大きな被害は発生し

なかったようです｡皆様のところはいかがだったでしょ

うか｡

5月さつき､新緑の候､薫風の候､風かおる爽やかな

季節となりました｡皐には｢神に捧げる稲｣という意味

があるそうですC

今年は､ 5月1日が｢八十八夜｣でしたが､立春から

数えて八十八日目にあたります｡ ｢夏も近づく八十八夜｣

とありますように､春から夏に移る節目の目になります｡

｢八十八｣という字を組み合わせると｢米｣という字に

なることから､五穀豊穣を願う特別な日とされてきまし

た｡また､八十八夜に積まれた新茶は､不老長寿の縁起

物とされています｡八十八夜の新茶で不老長寿といきた

いところです｡

本日は､株式会社サンリオ商品部部長の武藤泰様に卓

話をお願いしておりましたが､出張のため､急遁吉村千

秋委員長が卓話をおこないます｡よろしくお願いいたし

ます｡また､米山記念奨学生鳥目竿さんには､例会の受

付をやってもらいました｡ありがとうございます｡

さて､大手商社の3月期決算が出揃ったようですが､

財閥系の三菱商事､三井物産の税引き後利益が､戦後は

じめて赤字になったそうです｡

随分と昔の話になりますが､明治44年頃､三井財閥

系の王子製紙が存亡の危機にありました｡三井物産の部

長に､藤原銀治郎という人がいましたが､ 42歳の時､

この王子製紙の再建のため､物産から､王子に転籍しま

した｡グループの三井銀行も､王子に貸した金で返って

きたためしがないと融資をしてくれない､三井物産も王

子の紙は粗悪品で取引できないと､三井財閥のグループ

企業からも見放されていました｡周囲の人からも､そん

なポロ会社を引き受けると､自分の人生もだめになるぞ

と言われましたが､藤原は､これは使用人から独立する

チャンスであると思い､自宅を抵当に入れて借りた金と

給料をつぎ込み自社株を大量に買い､王子の浮沈と藤原

の浮沈は同じであると､背水の陣をひきました｡

人材の発掘､登用をおこない､生産効率､機械効率を

見極め､不振工場は閉鎖し､残る工場には最新機械を入

れるなど改革を実行し､ついに三井銀行からは1円の金

も借りず､三井物産とも取引せずに独力で難局を突破し

て､王子製紙を優良企業に再生しました｡

覚悟を決めて仕事に取り組みましょう｡

Rotary
tlけFへの

プレゼントになろう

□井原ガバナーより､ 1万人のゴールドシアター

2016の協力要請が届いております｡さいたま芸術劇

場で蛤川幸雄芸術監督が推進している活動で､ 65歳

以上のシルバー世代がゴールドな舞台で豊かな人生

経験の表現力を存分に発揮する演劇です｡さらに､
今年のゴールドシアターでは演技の経験のない一般

参加者を募り､大群衆劇を演じます｡ 65才以上で出

演を希望される会員は､上野までお願いします｡

締切5/3 1(火)必着｡

ロノーザングアムRCロベルト･フラッカシーニ会長

より豊田会員のところにメールが届いております｡
｢ノーザングアムRCのメンバーがソウル国際大会に

出席する予定です｡浦和北東RCの皆さんが出席され
るかどうかお知らせ下さい｡皆さんと会場でお目に

かかれることを楽しみにしております｣ ､当クラブ

の出席人数と宿泊ホテルをお知らせすることになっ

ております｡

□第12回定例理事会が6/7(火)17:30より､現年度･

次年度合同理事会が18:00より当ホテル5F ｢赤松｣に

て開催されます｡万障お繰り合わせの上ご出席お願
い致します｡

□6/14(火)の例会は､当ホテルの都合により21Fスカ

イバンケットにておこないます｡
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T要サト芸言語慧誤∃漂LB豊富霊宝要員(
の記事が掲載されています｡ご高覧下

さい｡

/｢＼ ･清水敏夫次年度幹事

2016規定審議報告会が､ 6/11､午後

6時よりラフレさいたま3F ｢桜ホール｣

にて開催されます｡会長･幹事出席｡

･　-

篠原唯史会員
(5月16日)

大熊勝巳会員

(5月20日)
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株式会社サンリオ商品部部長の武藤泰様に卓話を

お願いしておりましたが､急な出張が入ったため､

私が代わりましてサンリオのお話をいたします｡武

藤部長より､皆さんにお詫びを申し上げて下さいと

言付かっております｡

株式会社サンリオ代表取締役社長

且:路--t;,F

清らかな河のほとりに聖らかな文化を築こう

私たちサンリオは創業から50年を迎えました｡

サンリオーこの社名はスペイン語の　San Rioに由

来しています｡ Sanは地名にサンフランシスコ　San

FranciscoやサンディエゴSan Diegoとあるように､

英語のセントSaint (St.) ､日本語の｢聖らか｣とい

う意味であり､ Rioは川沿いの街の地名にリオデジャ

ネイロRio de JaneiroやリオグランデRio Grandeと

〆､　あるように英語のリバーRiver､日本語の｢河｣とい

う意味です｡

ですから､ SanrioとはSaint River ｢聖なる河｣を

表す言葉なのです｡

私たちは｢人類が最初に住み始めたと言われる河
のほとりに聖らかな文化を築きたい｣という気持ち

でこの会社を設立し､ ｢其処に集まる人々がお互い

に思いやりを持ち､仲良く暮らせるコミュニティ(集

団)を作りたい｡ ｣という願いをこめて今日まで運

営し続けています｡

これからもその友情を育てるためのソーシャル･

コミュニケーション･ギフト商品をはじめ､グリー

ティングカード､音楽､映像､図書､ライブエンタ
ーテイメントなどをコミュニケーションの手段とし

て提供することにより､世界中に流れる河の水のよ

うに世界のすみずみにまで仲良しの輪､友情の輪を

広げてゆきたいと思います｡

Be a gift to the world

キャラクタ-から始まるサンリオの

ソーシャル･コミュニケーション･ビジネス

キャラクターがも1こらす笑艶とともに､

｢Smau Gift Big Smile｣
の思いを広げていきます｡

転⊥一
リテ-ルビジネス

笑顔があふれるふれあいの空間
です｡

エンターテイメントビジネス

心の交流と感動を演出します｡
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｢LS意与Js　三三二　インタ-ネットジネス

蒜:稚賭:輪　新しい出会いの場を創っていま
姻　- ･一･
cm一一ご･･-一正~-干　す｡
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讐品

ライセンスビジネス

世界中でキャラクターが活躍し

ています｡

ソリューションビジネス

企業のメッセンジャー役を担い

ます｡

コンシューマビジネス

｢Smail Gift Big Smail]｣をお

届けします｡



町田信行会長　皆様こんにちは｡吉村会員､本日の

卓話｢サンリオについて｣よろしくお願い致します｡

米山奨学生烏日宇さんようこそ!!

横田　元　会長エレクト　皆さんこんにちは｡本日の

卓話､吉村さんよろしくお願い致します｡烏さん

ようこそ｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡本日の卓話､会

員組織委員長吉村千秋様よろしくお願い致します｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢キャラクター商品の現

状について｣ ㈱サンリオ商品部部長武藤泰様でし

たが､仕事の関係で急速吉村委員長が､ザ･代役

で卓話を致します｡よろしくお願い致します｡

大島雅文会員　6月10日､北東マスターズゴルフコ

ンペを行います｡多数の参加をお願いします｡

星野和央会員　吉村会員の卓話､たっぷりとお聞か

せ下さい｡眠らないで､がんばります｡読売新聞

の記事､ご笑覧下さい｡

金子　努会員　ゴールデンウイークの連休から昨日

まで旅行が続き､パテパテです｡鈴木寿和会員よ

りタフです｡

篠原唯史会員1953年5月16日生まれ､ 63才になり

ました｡健康であることに感謝です｡次の生きる

目標70才です｡吉村さん卓話よろしくお願いします｡

斉藤忠治会員　本日､例会終了後次年度クラブ協議

会が開催されます｡関係者の皆様､出席方よろし

くお願いいたします｡吉村会員､卓話よろしくお

願いします｡

囲谷昭吾会員　今日は久方ぶりの雨となり､木々の

緑も余計に濃く写りますね｡先日､北足立郡市総

代会総会で川口文化センターへ行きましたが､余

興のビビンバ打楽は大変楽しかったです｡今日の

卓話､吉村会員よろしくお願いします｡又､米山

奨学生の烏日宇様よろしく｡

富樫　孝会員　吉村さんファイト!

吉田律子会員　昨夜の地震に驚かされました｡後3

回ほどありましたネ､緊張しますネ!吉村会員の

㈱サンリオにつきましてお話をいただきますが､

その歴史から現在に至る迄とても楽しみにしてお

ります｡新しい事業の展開は世界に有名であります｡

日本の躍進と共に嬉しく思います｡

貞監;:≡

rF,t非へのプレゼントになろう

因みに私の孫　娘の一人がキャラクターのデザイ

ナーの仕事をしております｡どうぞよろしく!商

品化されると沢山買っております｡

宮坂秀樹会員　最近､村上春樹の本を読んでいます｡

清水敏夫会員　今日は｡外仕事あぶれ､雨はいやで

す｡

宇津野芳志男会員　連休中は､おかげさまで店が忙

しく例会にも顔を出せず､すいませんでした｡店

の方もすっかり落ちつき今日は楽しみに来ました｡

繰越金1,232,000円　本日35,000円　計1,267,000円

｢石井皆等-伝えたい｣畠る星野さん(さい

墓の竃Tコーナ-で)

国志望冨迅㌣認実益温悪霊竺農芸冨詰苧嘉霊
浦和牌女学校に主由ったo創作i誕i ｢ノンちゃん妻に乗る｣
や｢クマのプ一･さん｣ ｢ピーターラビ･yト｣ ｢ドlJトル先生｣
シリーズなど約200冊に上る潮脈作品を手がけ､戟後の児童
文学界を牽引(けんいん)し7こ｡

さいたま市出身の児貞文学者'石♯執ウiの章広めよ
うと､｢さきた壷だ　(同市甫区)の会長で､石井桃子と遠戚の量野和央さん(8)ちか'｢石井桃子の会｣を轄成した｡｢石井作品を伝え､憲浦和で育った名現を後世に残していきたい｣L′意気込んでいる｡　　　　　(吉田艮)

要望孟｢浦和に恩返し｣志継ぐ

(

石井桃子作品後世に伝える

さいたま市出身の児童文学者､石井桃子さんの

功績を広めようと､ ｢さきたま出版会｣会長で､

石井桃子さんと遠戚の星野和央さんらが､ ｢石井

桃子の会｣を結成した｡

平成28年5月17日(火) 13:45開会

浦和ロイヤルパインズホテル2F ｢さくら草･ふじ｣
□次年度委員会活動方針発表

出席報告

2016-2017年度

クラブテーマ
『奉仕を通じて楽しい

ロータリーライフを』
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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 048-827-1 1 ll

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX O48181 4-0460

副幹S 会

A

長事A

副幹事
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


