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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

 皆様こんにちは！今週末に26日土曜日に IMがあ

りますので、今月の例会場での例会は本日が最後と

なります。 

 本日は、大宮中央 RC入江会長、会長エレクト樋口

様、社会奉仕委員長堀越様、ようこそおいでいただき

ました。また、柏原様、本日の卓話宜しくお願いしま

す。 

 さて、クラブ内の同好会も活発に活動しているみた

いで、野球同好会は甲子園に向けて、毎月順調に練

習を行っているみたいです。野球と言えば、25 日に

選抜高校野球の出場校が発表されます。すでにご存

じの方も多いと思いますが、甲子園の出場有力校の

春日部共栄高校本多監督の体罰の記事が、このタイ

ミングで記事にされました。昨年 4月の出来事なので

すが、なぜ今頃になって記事になるのでしょうか？と

思う方もいるかもしれませんが、この手の記事はよくあ
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ることで、甲子園の有力校は常にマークされていて、

注目の浴びるこのタイミングでリークされることが多い

です。 ちなみに、船橋市にある某高校でも同じよう

なことがありましたが、甲子園とは無関係の為、マスコ

ミは全く記事にしてはいないようです。我々の頃では、

この手の不祥事は間違いなく連帯責任で出場辞退

でしたが、今は当事者のみの処罰のみで、甲子園の

出場は間違いなく選ばれると思います。今年の選抜

は東部地区からの甲子園の出場となりますので、皆さ

んの応援を宜しくお願いします。 

以上で本日の卓話を終了いたします。 

                                                          

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

（クラブより） 

・小林操ガバナーエレクトより、国際協議会参加の記

念として、次年度 RI テーマのバナーと、お土産のチ

ョコレートを頂戴しました。ありがとうございます。 

・木村会員より、クラブへテレビモニターを寄贈頂きま

した。有効活用させて頂きます。 

・本日、杉山さん伊丹さんへ 1 月分事務局給与を支

給させて頂きます。 

（地区より） 

・2020-21 財団奨学生募集に関し、受付期間・試験

日の変更があったということで、地区より、改めて募集

のパンフレットが送付されました。会員各自のレター

ボックスに入れさせて頂きます。 

・RLI パートⅢのご案内が届いております。大宮ソニ

ックシティにて、3/8（金）9:30 開会です。参加希望者

は幹事までご連絡をお願いします。 

・地区補助金管理セミナーのご案内が届いておりま

す。越谷コミセン・ポルティコホールにて、2/26（火）

12:30より開催されます。出席対象の会員に個別にご

案内差し上げます。 

・財団寄付に関し、今井会員（PHF+1）、深野会員

（PHF）、渡辺会員（PHF）、本間会員（PHF+1）、川

島会員（PHF）、新沼会員（PHF）に徽章が届いてお

ります。会長より、授与して頂きます。 

 

財団寄付表彰 

 

 今井 英治 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

渡辺 裕介 会員 ・ 本間 睦人 会員 

川島 徹 会員 ・ 新沼 徹 会員 

おめでとうございます！ 

 

会員挨拶 

『越谷北 RCの皆様へ』 小林 操 ガバナーエレクト 

 20 日（日）の夕方、成田に戻りました。既にご存知

の方はいると思いますが、次年度 2019-2020年度マ

ーク・ダニエル・マローニーRI 会長のテーマは、

Rotary Connects the World「ロータリーは世界をつ

なぐ」です。2019年国際協議会は 1月 13日~19日

の一週間、アメリカ、カリフォルニア州サンディエゴ、

マンチェスター・グランドハイアットホテルで開かれま

した。日本から出席したガバナーエレクトは 34名、本

会議 7回、分科会 9回、その他 RI会長エレクトのゲ

ームショー、撮影会、グランドマーチ、レセプション、

舞踏会、祭りの夕べ、晩餐会等がありました。期間中、

私が外に出たのは中日の同期ガバナーエレクトの同

期会で地元の寿司屋に行っただけでした。 

 お陰様で、国際ロータリーに洗脳され、ボケてる暇

がないことが分かりました。次年度に向けて、国際ロ

ータリーのため、第 2770地区のために頑張る所存で

す。簡単ですが帰国の報告とさせて頂きます。 
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お客様挨拶 

 

大宮中央ロータリークラブ 会長 入江 信仁 様 

 皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。

本日私たちがお邪魔した理由ですが、去年の 11 月

に吉澤会長の方に青少年交換の件でお願いをしまし

た。会長エレクトである堀越会員のお嬢様がフィンラ

ンドに行き先が決定したという事で、こちらに来られる

方の面倒を越谷北RCさんに見てもらう事をお引き受

け頂きありがとうございました。年を越してしまいました

が、今日になって皆様のもとへお礼のご挨拶をするこ

とが出来ました。本当にありがとうございます。 

 

雑誌記事紹介 

 

酒井 新樹 会員 

（ロータリーの友 1月号より抜粋） 

 『モンゴル研修旅行に参加して』 

2018年 9月 26日～30日、4泊 5日の日程で、

クラブ国際奉仕委員会と米山記念奨学会委員会共

同で「モンゴル研修旅行」を企画し、会員・家族 9人

が行ってまいりました。目的は、米山奨学生の母国で

の活動を知ることと、モンゴルのロータリークラブを訪

問し、国際交流と親善・友好を深める事です。 

夜はフレーRCの夜間例会に参加。同クラブは会

員数 33人で、うち男性は 10人。現会長は女性、次

年度の会長も女性と、女性の多い華やかな例会で、

「日本の女性会員の訪問は初めてです」と歓迎されま

した。会員の誕生会ではダンスや生演奏が披露され、

温かい雰囲気の中、国際交流で盛り上がりました。 

今年 7月にモンゴルで開催される「世界米山学友

による 絆 inモンゴル」に参加することを約束して帰

途に就いた、貴重な研修旅行でした。 

 

3分間会員スピーチ 

 

近藤 慎悟 会員 

3 分間自由に話して良いとの事なので、何を話そう

か悩みましたが自分が興味ある「VR」と「5G の影響」

についてちょっと話そうと思います。 

「VR」というと皆さん着けてみたことはありますか？

ちなみにレイクタウンにもVR体験ができるお店があり

ます。私も友人 4人と遊びに行きました。30代男 4人

ではしゃぐのはとっても気持ち悪い絵面だったかもし

れません。 

着けてみた事がある人はわかると思うのですが、

「VR」はまだまだ現実と錯覚するレベルには至りませ

ん。現実と同じようにするには、解像度が全然追い付

いていないみたいです。実際の人間の視野全体を解

像度に換算すると、なんと5億7600万画素もあるそう

です。今注目されている VR 機器でも解像度は約
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3300万画素なのでまだまだ足りません。 

さて、ここでこれから実装される通信技術「5G」で

す。現在の通信技術は「4G」と言います。4Gでもスマ

ホでネットや動画を見る分には十分だと思いますが、

「5G」は「4G」と比べ約 20倍の通信速度と通信の量

があがるそうです。これにより「5G」になると高解像度

の物が大容量でやり取りできるので、先程話した VR

がより現実に近づいてきます。 

ちなみに私なんかはデジタル世代なので、仮想空

間に行ってみたくてしょうがありませんでした。気軽に

色々な世界を見て回れるというのは魅力的です。観

光なども、もしかしたら VRで今まで旅行に行かなか

った層が伸びるかもしれませんね。現実にある店舗な

んかは、VR動画と連動して ECサイトを行うのかな、

など考えてみたりもしています。 

最後に、VR技術は現実と仮想の境界を無くしてい

く技術だと思っています。現実から仮想空間に飛び

込むという VRは一方通行に思えますが、実は逆に

現実に仮想空間を映し出す技術もすでにあります。

「ポケモンGO」というアプリを知っていますか？あれも

その技術なのです。この例会場にも仮想空間にいる

ポケモンが出現しているかもしれません。仮想空間と

いうと遠いところのように思っている方も多いと思いま

すが、すでにもう身近なところに接近しています。 

 

外部卓話 

 

T.T彩たま 代表取締役 柏原 哲郎 様 

「プロ卓球の世界」 

皆様こんにちは。T.T彩たまの代表をしております

柏原と言います。どうぞよろしくお願いします。 
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卓球の世界について、卓話をありがとうございました。 

 

 

    
・本日はお忙しい中例会に参加させて頂きまして、誠

にありがとうございます。 

入江 信仁 

・交換留学生受入了承頂き、誠にありがとうございます。

何卒宜しくお願い致します。 

樋口 領治 

・本日は例会参加させて頂き有難うございます。また、

私の長女派遣留学スポンサークラブお受け頂け有難

うございます。今後共よろしくお願い申し上げます。 

堀越 太志 

・大宮中央ロータリークラブの皆様ようこそ！柏原様、

本日の卓話よろしくお願い致します。 

吉澤 晴雄 

・お客様ようこそ。 

中澤 伸浩 

・大宮中央 RCの皆様ようこそ。 

小宮山 大介 

・大宮中央 RCの皆様、柏原様ようこそ。卓話よろしく

お願いします。 

宮﨑 敏博 須賀 篤史 青木 清 

太田 靖彦 新沼 徹 

・風邪とインフルエンザが流行しています。皆さん気を

付けてください。 

大熊 正行 

・本日早退です。 

堀野 眞孝 浅野目 猛 

・欠席続きで申し訳ありません。12月は次世代の印刷

機のインキのテストで大手印刷会社とインキメーカー3

社の技術者総勢 13名で行って参りました。 

浅野目 猛 

・欠席が続きまして申し訳ございません。 

髙橋 忠克 

 

 

 

出席報告 

会員数            48名 

出席免除者         13名 

出席者            31名 

欠席者            17名 

出席率            73.8% 
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第 2770地区第 8グループ 2019～2020年度 

第 2085回例会 

於：ベルヴィギャザホール 

第 1部 式典 

 

第 8G ガバナー補佐 大熊進様のご挨拶 

 

 

国際ロータリー第 2770地区ガバナー 

中川 高志様のご挨拶 

 

 

越谷北 RC 吉澤会長の活動報告 

 

 

 

インターアクト活動報告① 

 

 

インターアクト活動報告② 

 

 

式典開始と共に始まった「よさこい」 

 

各クラブ、インターアクト・ローターアクトの学生達が活

動報告を行っていました。 
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基調講演 

 

テーマ「地球の裏側にあるもう一つの日本」 

講師 ： 菅野 静華 様 

 

 

テーマ「新しい世界を知ろう」 

パラリンピックと政府開発援助について 

講師 ： 山口 昌彦 様 

 

懇親会 

 

小林操ガバナーエレクト 挨拶 

 

素敵な笑顔で乾杯 

 

カメラを向けたら構えてしまいました 

 

カメラ慣れをしている会員の皆様 

 

アトラクションもありました 
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