
第1380回例会平成28年7月19日(火)節(No･2号)

′､　　第1381回

2016年7月19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｢わが浦和北東RCの30年｣

星野和央会員

第1382回

r　　　2016年7月26日(火)

点　鐘18:00

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル21F

ソング｢2770地区の歌｣

『夜間例会』

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1380回･2016年7月12日(火)

司会　岡崎　渉副幹事

点　　鐘12:30　横田　元会長

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　横田　元会長

お客様紹介　斉藤忠治副会長

幹事報告　清水敏夫幹事

米山記念奨学金の贈呈　横田　元会長

ご挨拶　2015-2016年度ガバナー補佐

田中　豊様

8月の誕生祝い　横田　元会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

鈴木寿和委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

山中重則副委員長

クラブ協議会｢年度計画発表｣

各委員会委員長

長期基本問題特別委員長

点　　鐘13:30　横田　元会長



JL車座_

本日は､前ガバナー補佐田中豊様がお見えになってお

ります｡ようこそおいで下さいました｡先日､参議院選

挙も終了致しました｡今回の選挙は､ 18歳以上に選挙

権が与えられた初めての国政選挙でした｡

さて､今日は世界の貧困率についてお話ししてみたい

と思います｡ OECD加盟国の65歳以上人口のうち､

12.6%が相対的貧困層に属することが最近の調査でわか

った｡相対的貧困層とは､所得がその国の世帯平均の

50%に満たない層で､続計全体では高齢の女性は男性よ

りも貧困状態に陥るリスクが高い｡

oECDのレポートによると､ OECD加盟国の65歳以上

の貧困率1位韓国50%､ 2位オーストラリア35.5%､

3位アメリカ21.5%となる訳ですが､なんと4位に我が

国が入ります｡ 4位日本19.4%なんと情けない結果でし

ょう｡いくら景気が悪く成ったと言っても世界一お金を

貸してる国のお年寄りが世界で4番目に貧困率の高い国

なんですか?

最近行われたG7での事ですが､日本325.0兆円､中

国207.6兆円､英国▲3.7兆円､フランス▲50.4兆円､イ

タリア▲67.7兆円､米国▲482.0兆円｡これは日本の財

務省が発表している｢主要国の対外純資産｣で　集団を

意味する｡

日本はGDPベースでは中国に抜かれ､世界第3位の経

済大国になりましたが､対外純資産においては｢91年

以降､ 23年連続で世界最大の座を維持｣しています｡

つまり､日本は1年間に生み出す付加価値というフロ
ー面では世界第3位に後退しましたが､海外に持ってい

る資産､債権の額というストック面では､依然として｢世

界一の金持ち｣だということです｡

反対に､世界最大の借金国は米国で､イタリアやフラ

ンスなども多額の債務を抱えている国です｡

国の負債が1000兆円以上有るだろうとおしゃる方も

居るでしょうが､バランスシートで見た場合､国の資産

はどうなっているでしょう.財務省ホームページにも載

っていますが連結ベースで450兆円と記載があります｡

特殊法人､つまり天下り先純資産､ここには日銀(会

社で言えば子会社)の様なものが国債350兆円持ってい

る｡そうすると借金は100兆円､海外順資産が325兆円

そして､アメリカ国債の利回り15兆円と言う事は､日

本と同じ金利2%で計算すると約750兆の国債保有国です｡

そうするとプラス約975兆円の資産保有国に成りますが

消費税必要でしょうか｡皆さんはどうお考えですか?

ヂ

ロロータリー財団設立100周年地区大会ポリオ撲滅チ

ャリティゴルフコンペのご案内が届いております｡

日　　時:10月3日

募集人数:各クラブ4名

会　　場:大利根カントリークラブ

ロフレッシュ高校生感動体験プログラムのご案内

実　　施:11月

口第4回会長幹事会開催のご案内

日　　時:8月24日　18:30より

会　　場:浦和ロイヤルパインズホテル

横田会長､幹事清水出席
□定例理事会で､ IM実行委員長に富樫孝会員が承認

されました｡

国際ロータリー第2770地区
2015-16年度第2グループ

ガバナー補佐　田中　豊様

1年前ここに立った時は緊張しましたが､今日は

皆さんのお顔がハツキリと見えます｡ 1年間､会員

の皆様には大変お世話になりました｡感謝申し上げ

ます｡ありがとうございました｡

町田直前会長とは｢すみぼうず｣仲間でして､よ

くお会いしました｡上野直前幹事とは､レッズサポ
ート､スポンサー会でも一緒でして､素晴らしい1

年でした｡そして､事務局さんにも大変お世話にな

りました｡感謝申し上げます｡

横田会長､清水幹事､内田ガバナー補佐これから

大変ですが楽しくやっていただきたいと思います｡

私も一年間勉強させていただきました｡ありがとう

ございました｡

/一ヽ＼



忙jナ鼻_

′■＼

クラブ運営管理委員会
石井孝一委員長

委員会ターゲット
｢心ひとつ楽しい例会｣

活動計画
1.充実した例会卓話の企画

2.出席率向上､メーキャップの活用

3.新会員歓迎会､イニシエーシ

ョン･スピーチ

4.第2例会で誕生祝､記念品の

贈呈
5.夜間例会､親睦旅行例会､ク

リスマス例会の開催
6.創立30周年記念例会の開催

7.RLIへに参加

8.地区と連携を図り積極的に活

用､クラブの活性化と人材育

成を行う｡

9.委員会を年3回開催

会員組織委員会
大熊勝巳委員長

委員会ターゲット
会員数50名を目指して! ｣

活動計画
1.クラブ全員で増強活動

2.職業分類の再検討

3.ロータリー勉強会の開催

4.地区行事への参加

5.退会防止

クラブ広報委員会
森　　裕委員長

委員会ターゲット
｢広報から増強へ｣

活動計画
1.HPの活用

2.ロータリーの友の活用

3.My Rotaryの登録推進

覇　長期基本問題特別委員会
を]富樫　孝委員長

慧軍票㌫‰るクラブ｣
戸1活動計画

1.理事会の諮問を受け協議､答

申

2.3ケ月に1度､委員会の開催

END POLIO NOW

地域奉仕プロジェクト委員会
吉田律子委員長

委員会ターゲット
｢地域社会と共に進める奉仕

活動｣

活動計画
1.さいたま市中学校英語弁論

暗唱大会の後援
2.浦和見沼太鼓保存会の支援

3.線区区民まつりの協賛

4.地域と連携した奉仕活動

(見沼田んぼキレイきれい大作戦)

5.災害地復興支援活動

6.ペットボトルキャップ回収

7企業訪問例会の開催

要覧欝掌妄言毒クト委員会
韓　委員会ターゲット
封　｢世界で良いことをしょう｣

FiI事

レ　活動計画
1.RI国際大会への参加

2.国際奉仕事業の参加

3.米山記念奨学生との交流
4.ノーザングアムRCとの

交流
5.ロータリー税団寄付の目標

達成
6.米山寄付の目標達成

去
IM実行委員会

昌　富樫　孝委員長
端　今年度は内田ガバナー補佐の
萄　主催で､ 2月18日(土)に第2G

還g　単独開催となりました｡皆様
t　のご協力をお願い申し上げます｡

国際ロータリー第2770地区
2016-17年度第2グループ

内田康信ガバナー補佐

7月1日より第2グループガバナー補佐でお世話

になります｡田中豊直前ガバナー補佐ありがとうご

ざいました｡一年間楽しくやっていきたいと思います｡

どうぞよろしくお願い致します｡

昨日､最初の公式訪問がありまして､さいたま新

都心RCに伺いました｡当クラブの公式訪問は8月30

日ですので､よろしくお願い致します｡



田中　豊　前ガバナー補佐　1年間お世話になりまし

た｡町田会長､上野幹事にはご協力いただいた事

に感謝申し上げます｡

横田　元　会長　皆様こんにちは｡前年度ガバナー補

佐田中　豊様ようこそおいで下さいました｡本日

はクラブ協議会です｡各委員長よろしくお願い致

します｡

鈴木義男会長エレクト　田中ガバナー補佐1年間ご

苦労様です｡本日のクラブ協議会､各委員長の皆

様よろしくお願いします｡

斉藤忠治副会長　2015-2016年度田中豊ガバナー補佐､

大変おつかれ様でした｡今後ともご指導よろしく

お願い致します｡米山奨学生り･ヒハンさんようこそ｡

清水敏夫幹事　田中様おつかれ様でした｡皆様暑さ

に負けませんように｡

星野和央会員　田中バストガバナー補佐一年間有難

うございました｡横田会長年度を支える各委員長

の決意が楽しみです｡

金子　努会員　男は黙ってニコニコ｡

篠原唯史会員　田中ガバナー補佐､ 1年間ご苦労様

でした｡

内田康信会員　昨日11日にさいたま新都心RC､今年

度最初のガバナー公式訪問に出席してきました｡
これから12月まで公式訪問があるわけです｡当ク

ラブは8月30日(火)です｡宜しくお願い致します｡

囲谷昭吾会員　連日の猛暑には参ります｡体調の管

理が不充分のせいか､何となく気分がすぐれない

今日､本当に参りました｡昨夜は気分転換を図り､

新橋演舞場で芝居を観ましたが､冷房も余り効い

ておらず､頭からも汗を出していたようでした｡

今日のお客さま､前第2グループガバナー補佐の

田中様大変お世話になりました｡

森　　裕会員　浜田卓二郎さんが出光創業家の代理

人で登場していました｡なかなかしぶといですね｡

町田信行会員　皆様こんにちは｡クラブ協議会です｡

各委員長さんよろしくお願い致します｡

石井孝一会員　今日は｡本日はクラブ協議会です｡

前ガバナー補佐田中様ようこそ｡

富樫　孝会員　前年度第2グループ田中ガバナー補

佐一年間おつかれ様でした｡ありがとうございます｡

上野拓也会員　2015-2016年度第2グループガバナ
ー補佐田中豊様1年間大変にお世話になりました｡

歓迎申し上げます｡ IMでは当クラブの歌は盛り上

がりましたか?結果は別ですよね!本日はクラブ

協議会､年度計画の発表ですね!!各委員会委員長

の皆様よろしくお願い致します｡

吉田律子会員　猛暑と大雨に日本列島がゆらいでい

ます｡でも七月十日の参院選が済みホッとしてい

ます｡安定と発展を願う日本国民としてこれから

も自分の出来る事で貢献したいと思っております｡

健康は勿論ですが､先ずは心をすこやかに日々を

送りたい心境です｡

宮坂秀樹会員　1週間遅れですが､横田年度スター

トおめでとうございます｡熊野さんが居ないのが

不思議です｡

鈴木寿和会員　皆様こんにちは｡副幹事が終わりホ

ツとしていましたが､先週は指揮者､今週はニコ

ニコ､まだ休ませていただけないみたいです｡た

だ､時間はあるのでニコニコ書かなくてはと思っ

てしまいました｡

岡崎　渉会員　水源地に雨が降ると良いのですが｡

繰越金45,000円　本日40,000円　計85,000円

上野拓也会員(7月5日)町田信行会員(7月21日)

宮坂秀樹会員(7月3日)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 1 1

墓漂筈る　事務局さいたま市浦和区高砂214-3
口~タリ~　　　　内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森


