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1．点鐘
2．ロータリーソング 「我らの生業」
3. 結婚・誕生祝い
4．お客様紹介
司法書士法人和光事務所
代表司法書士 鈴木 友治 様
4．会長卓話

吉澤 晴雄 会長
皆様こんにちは。まずは、先週の出陣式では大勢

5．幹事報告

のメンバーの皆様方にお祝いをしていただきまして誠

6．お客様挨拶

にありがとうございました。この場をお借りいたしまして、

7．3 分間ロータリー情報

改めて御礼申し上げます。多少のトラブルもあったみ

8．事業所紹介
株式会社 BRAND
代表取締役社長 渡辺 裕介 会員
8．委員会報告
9．スマイル報告

たいですが、皆様方のおかげで、無事に一年間の航
海に出航することができました。
本日は、まだ会長就任して 2 回目の会長卓話です
ので、何をお話したら良いのか手探り状態ですが、大
熊ガバナー補佐から、毎回少しはロータリー関係の
話をしなさいと言われていますので、私も一年間ロー

次回例会案内 平成 30 年 7 月 25 日
ロータリアンの行動規範
管理運営部門セミナー報告
青少年奉仕部門合同セミナー報告
（職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕）

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス

タリーについて勉強をさせて頂きながら、皆様により
良いロータリー情報をお伝えできるよう頑張っていき
たいと考えています。
さて、先週は木曜日に、中澤幹事と越谷南ロータリ
ークラブに表敬訪問にお伺いいたしました。越谷南ロ
ータリークラブではご存知の方もいると思いますが、
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幹事報告

例会の次第・ロータリーソングなど、全てがモニターを
通じて会員に案内されています。また、例会開始前
は、中川ガバナーの挨拶などが映像で流されていま
した。当クラブも長谷川前会長を中心に、小林操会
員からモニターを寄贈いただきました。大画面を活用
して魅力ある例会ができるように期待しております。
9 日月曜日は、大熊ガバナー補佐、水町補佐幹事、
第 8G 会長幹事で、越谷市長表敬訪問に行ってきま
した。その後は、香取神社にて各クラブの活動が一
年間、無事に運営できますよう祈祷していただきまし
た。

中澤 伸浩 幹事

話は変わりますが、中澤幹事に頑張っていただい

（クラブより）

たおかげで、本日年度計画書を皆様にお渡しするこ

〈7/4 理事会承認事項報告〉

とができました。表紙、裏表紙は見ての通りでござい

・浅野目会員の所属委員会が、出席会場運営委員

ます。10 年間の野球大会の思いを表紙、裏表紙に

会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会の 3 委員会と

刻ませていただきました。表紙の越谷市民球場の写

決定しました。各委員長さんにおかれては、今後の

真は長谷川前会長が撮影した写真です。裏表紙に

委員会連絡リストに浅野目さんを追加して頂くようお

は、第 1 回大会から 9 回大会の優勝校の集合写真を

願いします。

入れさせていただきました。時の会長も一緒ですので、

また、カウンセラーは、稲垣会員にお願いすること

思い出になると思います。ただ、どうしても 2 回大会の

になりました。

写真だけが見つからず、堀野会長の挨拶をしている

・出席免除申請のあった 14 名について、いずれも承

時の写真を入れさせていただきました。堀野さんご了

認されました。出席会場運営委員会さんにおいては、

承いただければと思います。

7 月第一例会からの適用をお願いします。

本日は、第 2 回クラブ協議会です。2018-2019 年

〈その他報告〉

度の各委員会の活動等を会員の皆様と共に、確認を

・第 8G 会長幹事にて香取神社に参拝しました。頂い

させて頂く大切な協議会であります。各委員長の皆

たお札を例会場に貼らせて頂きます

様方だけではなく、会員全員の同一理解、認識をし

・年度計画書 PDF 版をご希望の方は、幹事中澤まで

ていただけますようお願い申し上げます。

メールでご連絡をお願いします。現状 8 メガとデータ

本日はクラブ協議会で長い時間になるかと思いま

が重く、データ量の調整または配布方法を検討した

すので、会長挨拶はこれにて終わりにいたします。本

上で配信予定です。

日も最後まで宜しくお願い致します。

・前回例会の翌日以降、例会場のエアコンの消し忘
れがありました。委員会その他で例会場を使用する
際には、必ず最後に、戸締まり・エアコンその他電気
の消灯確認をお願いします。
・浪江ロータリークラブより、7-8 月のプログラム予定が
届いております。

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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・本日、井谷さんへ謝礼をお渡ししました。

事務所とお家が隣でびっくりしております。本日はよ

（第 8G より）

ろしくお願い致します。

3 分間ロータリー情報

・各クラブより、年度計画書とともに 7 月度プログラム
のご案内が届いております。
（地区より）
・2018 年 6 月の RI 理事会にて、規定審議会追加会
費が現行の 1.5 ドルから 1.0 ドルに減額されることが
決定しました。これにより、本年度 7 月のクラブ請求書
では、1.0 ドルにて請求されることとなりました。
・地区大会記念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。日時は、10 月 15 日（月）、

ロータリー情報委員会

場所は、プレステージカントリークラブ東・西コース

長谷川 真也 委員長

（貸切）となっています。登録申込み及び登録料の振
り込みは、8 月 10 日必着となっております。

601種類の職業について「10～20年後、AIやロボ
ットが代わり職業ごとに“仕事がなくなると言われてい

お客様挨拶

ます。代替確率の高い職業を見ていくと、電車運転
士（99.8％）、経理事務員（99.8％）、ビル清掃員
（99.5％）、警備員（97.8％）、タクシー運転手
（95.4％）、行政書士（93.1％）、税理士（92.5％）とい
った多種多様な職種が並ぶ。代替確率の高い仕事
の基準は明確です。『単純』で『繰り返し作業』、かつ
『それを高速化すると効率がアップする』もの。経理や
警備はその筆頭です。機械なら疲れることもなく24時

司法書士法人和光事務所

間数字を打ち込むし、監視もできます。レジ打ちもそ

代表司法書士 鈴木 友治 様

うです。すでにアメリカでは『Amazon Go』というレジ

皆様こんにちは。今日は青年会議所の先輩が多く

や店員の存在しない店が登場しており、この流れは

いらっしゃるという中で緊張しているところですが、癖

加速するでしょう。資格さえ持っていれば食いっぱぐ

のある先輩が誰もいらっしゃらないということで安心し

れないといわれていた税理士、行政書士、公認会計

ています。

士などのいわゆる「士業」が代替確率の高い職業リス

ご紹介頂きました司法書士法人和光事務所の代表

トに入っているのも、同じところに原因がある。決まっ

をしております鈴木と申します。うちの事務所は越谷

たフォーマットに決まった文章や数字を書くというの

市の弥生町にありまして、司法書士が今 3 名。来週か

は、近い将来学習機能を持つAIでカバーできる可能

ら 4 名になる予定です。スタッフが 2 名の計 6 名で行

性が高いのです。とくにお金の計算に関しては、すで

っております。今日は橋本さんからご紹介を頂きまし

に一部の企業で、いちいち人が数字を入力しなくて

てお伺いさせていただいておりますけども、青年会議

も自動で財務管理ができるソフトを導入し始めていま

所を 2 年前に卒業しまして、誕生日が橋本さんと全く

す。単純作業しかやらないタイプの税理士は、生き残

同じです。自宅なのですが、実は幹事の中澤先生の

ることが難しい時代になってきている。重要なのは、

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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「株式会社 BRAND 事業所紹介」

「オペレーター」にならないこと。逆に「20年後も残る
仕事」を見ると、学校教員や経営コンサルタント、映

[所在地] 埼玉県越谷市谷中町 3-12-6

画監督、カウンセラー、美容師など、単純作業ではな

[従業員数] 10 名 現場作業員 50 名

い職種が並ぶ。いずれもAIによる代替確率は0.1～

[業務内容] 一般住宅、内装・外装塗装工事 防水

2％と極めて低い。これらの職種の特徴は、「人間の

工事 屋根工事 タイル工事等マンション大規模修

感情」「創造性」「教育」に根ざしている点だ。

繕工事 下地工事 シーリング工事 塗装工事 防水
工事 長尺シート工事 タイル工事 現場管理 ビル

AIやロボットがどんなに進化しようとも、0から1を生
み出す仕事や、人の感情や趣味嗜好に寄り添い、な

改修工事 下地工事 シーリング工事 塗装工事 防

にかを“提案”する仕事は難しい。とりわけ『人を育て

水工事 長尺シート工事 タイル工事 外装ガラスクリ

る』というのは人間にしかできません。教員の代替確

ーニング 現場管理

率が低いのはこのためです。すべての人がこうしたク

[経営理念]

リエーティビティー溢れる仕事に携われるわけではな

1 塗装の技術を生かし住まいの保全と景観つくりを
担う。

い。重要なのは、「オペレーター」にならないことだと

2 安全・品質・信頼の 3 項を掲げお客様との輪を築

藤野さんは言う。

く。

オペレーターとは、言われたことだけ忠実にこなす

3 お互いを尊重し、お互いの幸せを願い、お互いの

人のことです。このタイプは、間違いなくAI時代に取

成長と・発展に努力する。

り残される。世の中に何が求められているか、何が必

[サポート]

要とされているかを自問自答し、それに応えるために

1 アフター点検（1・2・3・5 年点検）瑕疵工事是正

創意工夫をする。警備員や税理士など、代替確率が
高いとされる職種も含めて、すべての仕事にこの要素
はあると思う。代替確率が低い美容師やネイリストなど
の職種だって、会話もなくただ言われた通りに髪を切

アンケート配布・対応
2 施工要領所・施工フロー図作成 誰もが見てわか
る確かな工事・品質の確保

り爪を塗る人は淘汰されるでしょう。機械にできない
仕事は、実はどこにでもあるのです。AI時代の到来

委員会報告

は、「人間らしい仕事とは何か」を私たちに問いかけ

出席会場委員会

ている。

渡辺 裕介 委員長

事業所紹介

本日第 2 回クラブ協議会のため、協議会終了後椅
子やテーブルを元に戻しますので出席会場運営委
員会の皆様はご協力お願い致します。
会員増強維持委員会
深野 秀樹 委員長
皆さんこんにちは。皆様のボックスの方へお配りし
た入会候補者カードですが、カードに記入を頂きて

渡辺 裕介 会員

例会場に FAX を頂くか、私のほうにお渡しください。
長期ビジョンでお待ちしていますので、どうかよろしく

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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お願いします。

出席報告
会員数

49 名

・鈴木様ようこそ。本日は第 2 回クラブ協議会よろしく

出席免除者

14 名

お願いします。誕生日祝いありがとうございます。

出席者

37 名

欠席者

12 名

出席率

86%

吉澤 晴雄
・鈴木さんようこそ、お待ちしています! 本日クラブ協

結婚・誕生祝い

議会よろしくお願いします。誕生祝ありがとうございま
す。
中澤 伸浩
・結婚祝いありがとうございます。アメフト現役当時シー
ズンオフに行うしかありませんでした。あの日も灼熱で
した。
小宮山 大介
・誕生祝ありがとうございます。本日もよろしくお願いし
ます。

吉澤 晴雄 会長 ・ 中澤 伸浩 幹事
髙 瑠美子 深野 秀樹 橋本 哲寿

髙 瑠美子 会員 ・ 一柳 昌利 会員

・結婚祝いありがとうございます。

深野 秀樹 会員 ・ 橋本 哲寿 会員

佐藤 要 大島 直幸

小宮山 大介 会員 ・ 大島 直幸 会員

・新年度初のクラブ協議会。吉澤年度の事業計画を

関森 初義 会員 ・ 佐藤 要 会員

良く理解しましょう!!

伊藤 純 会員
大熊 正行

おめでとうございます！

市長表敬訪問・香取神社参拝

・クラブ協議会宜しくお願い致します。
宮崎 敏博
・鈴木様ようこそいらっしゃいませ。ご入会お待ち致し
ます。
松崎 義一 堀野 眞孝 松井 昭夫
市川 洋和 渡辺 裕介
・暑中お見舞い申し上げます。
小林 操
・法人会役員会のため早退します。
岡崎 勲
・本日早退します。宜しくお願いします。
大濱 裕広

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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会員組織部門委員長を仰せつかりました大熊正行
と申します。会長提言にありますようにロータリー活動
に全力投球ということで、私は主にクラブ活性化委員
会と会員増強委員会を担当することになっています。
クラブの活性化、元気なクラブを運営するために全力
で１年間投球をしていきたいと思います。そしてまた、
ガバナーを輩出する前年の年です。秋から暮れにか
けて活動が開始されますので、皆様にガバナーを輩
出することがどういうことなのか語り掛けていきたいと
思いますのでよろしくお願いします。

7 月 9 日に市長表敬訪問・香取神社参拝を行いまし
た。
（参加者）

堀野 眞孝 クラブ運営部門委員長

第 8G 大熊ガバナー補佐 水町補佐幹事

親睦、出席会場、プログラムと大変大切な部門の

越谷 RC 平田会長 若海幹事

長でございますけども、スタート前から 3 人の委員長

越谷南 RC 荒井会長 中村幹事

にはご迷惑をかけたままでございます。言い訳ではな

越谷北 RC 吉澤会長 中澤幹事

いですけれども、私の業界で今年度ワンランク上の役

越谷東 RC 浜野会長 佐久間幹事

職を頂いていまして、時間もとられてしまいご迷惑を
おかけています。迷惑をかけずに頑張っていきたい
所存でありますのでよろしくお願い致します。

各委員部門長所信表明
小宮山 大介 奉仕プロジェクト部門委員長
奉仕部門のリーダーとして、まず暑い夏がすぐあり、
野球大会が始まります。締めくくりでは国際大会があ
ります。ガバナーを輩出するということで、当クラブ全
身全霊で挑まねばなりません。そのためには、とても
核になる部門と思っていますので皆様のご協力よろ
しくお願い致します。
大熊 正行 会員増強組織部門委員長

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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