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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは！4 月の京都親睦旅行に関連して、

本日は京都の話をしたいと思います。豊臣秀吉の正

室、北政所（きたのまんどころ）「ねね」のゆかりのお寺

として知らせています高台寺で、動いたり話をしたり

する、世界初のアンドロイド観音《マインダー》が、23

日、報道陣に公開されました。高台寺の後藤典生（て

んしょう）執事長が、世界的なロボット研究者「石黒

浩」大阪大学教授に「仏様を人間に近づけることがで

きないか」と持ち掛けたのがきっかけで、大阪大学と

の協力で実現したそうです。マインダーは高さが台座

を含め、約 1.95 メートル、幅と奥行きは約 90 センチ

で、胴体部分は機械がむき出しで、声は女性のような

人工音声だそうです。マインダーは約 85 平方メート

ルの教化ホールという部屋に安置され、プロジェクシ

ョンマッピングによって四方の壁に映し出された多く

の人々の問いかけや質問などに応える形で法話を進

めます。法話中には、合掌したり手を広げたり、首を
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左右に振るなどの動作もできるそうです。マインダー

は 3月 8日から 5月 6日まで、高台寺にて一般公開

される予定です。高台寺までは、親睦旅行で宿泊予

定の「祇園畑中」から徒歩 10 分前後ですので、ぜひ

関心のある方は、お参りに行かれたら良いかと思いま

す。また、京都八坂神社は、皆さんご存知だと思いま

す。祇園から四条通の突き当りに朱塗りの「西楼門」

が祇園方面から見えます。ほとんどの参拝者は、観

光客の多いこちらから神社に入ることが多いのですが、

実はこの「西楼門」は表玄関の正門ではありません。

八坂神社の本殿は南を向いて建てられていますので、

「南楼門」が正門となります。神社は正門から入り、拝

殿に向かうのが正式な参拝となりますので、親睦旅行

に行った際には、覚えていていただけたらと思います。

ちなみに「祇園畑中」をでて、右正面が「南楼門」で

すので、間違えようがないと思います。 

親睦旅行の参加申込者が今現在、12～13 人だそ

うです。申込期限が本間親睦委員長の話では、3 月

25 日となっているみたいですが、お宿の関係で、人

数調整を早めにしてほしいそうです。まだ出欠の返事

をしていない方は、至急返事をしていただけたらと、

親睦委員長に代わりにお願い致します。特に、本年

度以上に、次年度重要なポストに就く方は、参加を宜

しくお願い致します。 

以上を持ちまして、本日の会長卓話といたします。 

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

・IMゴルフの件、改めて FAXいたしましたが、4月 1

日紫カントリークラブすみれコースにて貸切で行われ

ます。現状 2 パーティという状況ですので、ご参加の

ほどよろしくお願いいたします。 

・越谷平成 LC より、結成 30周年記念式典のご案内

が届いております。4 月 21 日ギャザホールにて開催

の予定です。 

・本日、事務局杉山さん、伊丹さんに 2月分の給与を

例会終了後に支給いたします。 

お客様挨拶 

 
三郷 RC 中村 道明 様 

皆様こんにちは。仕事はトーサイ不動産という会社

で営業をしております。今朝、白木さんからメッセージ

が来て参加しました。三郷から来ていますが越谷生ま

れの越谷育ちです。越谷南 RC の斎藤寿一パスト会

長の会社に 26 年ほど勤めていました。よろしくお願

いいたします。 

 

株式会社 Five Rings 代表取締役 佐藤 航一 様 

皆様こんにちは。株式会社 Five Rings で代表を

務めております。仕事といたしましては会社の資産形

成コンサルタントとしてやらせていただいております。

具体的には事業計画、融資の手伝い、相続、事業承

継、M&A、営業、組織運営の研修講師などをしてお

ります。今日は深野先輩より越谷 JC を卒業してのご

縁でお招きいただきました。JC 時代は日本に出向し

まして、UN（国連）関係会議でジュネーブやニューヨ

ークに学生を連れていく事業をしていました。本日は

よろしくお願いいたします。 
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株式会社MOCA 代表取締役 花澤 真里子 様 

皆様はじめまして。MOCA と書く会社を作りまして

4 年目に入りました。MOCA は元が CA ということで

名前を付けました。人生の半分以上日本航空の客室

乗務員として世界中を飛び回っておりました。2010

年に退社しまして、客室乗務員で培った経験を活か

して、企業に行きマナーやコミュニケーションのお話

やロールプレイングの研修をいたしております。今日

初めてのRCの見学をとても楽しみにしておりました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員会報告 

青少年奉仕委員会 江口 公晴 委員長 

2 月 8 日から 13 日までの 6 日間、韓国青少年交

流訪日団受け入れ事業にご協力をいただきどうもあり

がとうございました。地区からもお礼の文書が届いて

おります。これから、3月23日から 28日まで、今度は

日本の高校生が訪韓いたします。獨協埼玉高等学

校インターアクト同好会からも1名が参加します。引き

続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

外部卓話 

 

企業リスク研究所 代表 白木 大五郎 様 
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白木様より、リスクマネジメントのお話を賜りました。 

 

 
・お客様ようこそ。本日もよろしくお願い致します。 

吉澤 晴雄 

・お客様皆様ようこそ。            中澤 伸浩 

・お客様ようこそ。白木様卓話宜しくお願い致します。 

松﨑 義一 鈴木 英男 大熊 正行 

大濱 裕広 市川 洋和 

・23日の私の祝賀会出席のご返事ありがとうございま

す。宜しくお願いします。           堀野 眞孝 

・来週ハネムーンのため欠席します。   須賀 篤史 

・花粉の季節になりました。         太田 靖彦 

・本日早退いたします。よろしくお願いいたします。 

小宮山 大介 小林 光則 髙 瑠美子 

・本日欠席です。                    宮﨑 敏博 

出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         12名 

出席者            29名 

欠席者            18名 

出席率            69.0% 
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